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おかげさまで 40周年 
東武動物公園 40周年イヤー企画 

 

東武動物公園（東武レジャー企画㈱、埼玉県宮代町、社長：伴光雄）は、2021年 3月 28日

に開園 40周年を迎えます。開園以来、ご来園いただいた多くのお客様のご愛顧と、ご支援くだ

さるすべての皆様のご理解、ご協力によるものと深く感謝いたします。 

例年、開園記念日には、1円からの募金で入園できる企画を実施しておりましたが、今年

は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を踏まえ、中止とさせていただきます。しかしな

がら、お客様が少しでも楽しさや喜び、癒しを体験できるよう 40年の感謝を込めて、様々な周

年企画を実施します。 
 

40周年記念マーク 

開園 40周年を記念して、東武動物公園のシンボルキャラクター「トッピー」の作者である秋山孝氏に、トッピ

ーをメインにした 40周年記念マークを描き下ろしていただきました。 
（秋山孝氏のコメント） 

東武動物公園のキャラクター「トッピーくん」は、開園から 40年経っても、

皆さんと仲よく長い友達です。とても不思議な生き物で、優しさや明るさ

は決して消えません。 

ウクレレを奏でたり、ハロウィンのキャラクター達と元気に遊んだり、クリ

スマスのサンタクロースやお正月の年賀を楽しんだりして、たくさんの動

物たちと皆さんを待っています。 

今回のイラストは「感謝」「未来」「伝統」をキーワードにして描きました。 

ハートは「感謝」と「安心」を表現、40周年ということで 4つのハート、それ

ぞれの重なり「未来の地球」へと繋がるイメージです。ぜひ、友達や家族

連れで遊園地、動物園、さらにはトッピーくんに会いに来てください。 

安心、安全、感謝と共にお待ちしております。 
 

（トッピーとは） 

2000年、水上木製コースター「レジーナ」（2019.8老朽化により営業終了）

のデビューに合わせ、東武動物公園のシンボルキャラクターとして「トッピ

ー」は誕生しました。 

デザインは、東武動物公園の特徴である動物園と遊園地の二つのイメー

ジを合体させ、地球市民社会を象徴した地球をモチーフにしています。地

球はさらに世界初の水上木製コースターの構造とスピードをイメージして

あります。全体は架空の生き物です。 

 

 

 

 



40周年記念チケット風カード 

入園窓口でチケットを購入されたお客様限定で 40周年特別デザインの「チケット風カード」をプレゼントしま

す。 

【開 催 日】2021年 3月 28日（日）～無くなり次第終了 

【場   所】入園窓口（東ゲート／西ゲート） 

※チケット風カードは、入園券ではありません。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

40周年記念缶バッジ 

開園記念日にご来園いただいたお客様を対象に 4000個限定で 40周年記念

マークがデザインされたオリジナル缶バッジをプレゼントします。 

【配 布 日】2021年 3月 28日（日）、9時 30分～無くなり次第終了 

【場   所】東西ゲート付近 
 

 

 

 

40周年記念 年間パスポートご入会特典 

開園 40 周年を記念して、対象期間中に年間パスポート「トッピー倶楽

部」、「シニア入園パス」にご入会（新規および継続）手続きをされた方に

『トッピー君ラバーキーホルダー』をプレゼントします。  

【対象期間】2021年 3月 28日（日）～2022年 3月 27日（日） 

【受付場所】東ゲート／西ゲート 

※ラバーキーホルダーのお渡しは 4 月中旬ごろを予定しております。  

 

 

40周年アフリカゾウ特別ガイド 

【開催日時】2021年 3月 28日（日）、11：30～約 10分間 

【開催場所】ゾウ舎前 

【内   容】   

開園当初からいるアフリカゾウのアイとキョウコの特別ガイドを開催します。飼育係が開園当

初の 2 頭の様子や、思い出エピソードなどを披露し、ガイドの最後には特製の“おからケー

キ”をプレゼントします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 左 アイ、右 キョウコ（開園当初） 左 アイ、右 キョウコ（2021.2） 



アトラクションフォト設置 

40年が経ち、開園当時から残っているアトラクションはありませんが、その時代、時代で活躍したアトラクショ

ンに対して、その当時の思い出が皆様にもあるかと思います。そこで、過去にあったアトラクションの写真をそ

のアトラクションがあった場所に展示します。 

【開催期間】2021年 3月 28日（日）～2022年 3月 27日（日） 

【開催場所】スナックステーション横（大観覧車跡地）、新滑空水上コースターカワセミ、ハートフルランド、G’s

レストラン前（G-MAX跡地）、太陽の恵み鉄道パークライン東ゲート駅 

 

アトラクション缶バッジ販売 

過去にあったアトラクションの写真がデザインされたオリジナル缶バッジ＜全 8種＞を 

ガチャガチャで販売します。 

※缶バッジのデザインは随時追加予定 

【販売期間】2021年 3月 28日（日）～無くなり次第終了 

【販売場所】ゲームセンターカーニバル 

【料   金】1回 200円 

 

太陽の恵み鉄道パークライン 40周年記念特別ヘッドマーク 

園内を移動する電車「太陽の恵み鉄道パークライン」のヘッドマークを 40

周年仕様にして運行します。 

【開催期間】2021年 3月 28日（日）～2022年 3月 27日(日) 

【料   金】のりもの券 5枚（片道）、ワンデーパス、ライドパス、ハッピー

フリーパス、トッピー倶楽部利用可 
※4歳から一人で利用できます。 
※4歳未満のお子様は、中学生以上の付き添い（有料）が必要です。 
※点検や天候等によっては営業を休止する場合がございます。 

※4月より一部のチケット名称の変更があります。 

 

カード迷路ぐるり森大冒険～ハートフルランドの泉～ 40周年限定カード 

巨大迷路の屋外アトラクション。迷路を進みながら、途中に隠されたゲームや謎を解き、オリジナルカードを手

に入れることができます。既存のオリジナルキラカード 3種類および景品カード 2種類が 40周年限定カード

に変わります。 

【開催期間】2021年 3月 28日（日）～2022年 3月 27日(日) 

【料   金】のりもの券 5枚、ワンデーパス、ライドパス、ハッピーフリーパス、トッピー倶楽部利用可 

※小学生から一人で利用できます。  

※小学生未満のお子様は、中学生以上の付き添い (有料 )が必要です。  

※ワンデーパス、ライドパス、ハッピーフリーパス、トッピー倶楽部は 2 回まで利用可。  

3 回目以降はのりもの券 2 枚必要。  

※点検や天候等によっては営業を休止する場合がございます。  

※4 月より一部チケット名称の変更があります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40周年記念デザイン花壇 

植物エリア「ハートフルガーデン」内にある総面積約 2,000 ㎡の「キャンバスガーデン」におい

て、40 周年記念マークをモチーフにしたデザイン花壇が登場します。隣接する観覧車「エマさ

んのチーズ風車」にご乗車いただくと、空中からデザイン花壇をご覧いただけます。  

■株  数：約 20 ,000 株（ビオラ）  

■見  頃：4 月下旬～5 月中旬  ※花の開花状況は HP にてご確認ください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40周年記念メニュー 

新しく仲間入りするミナミシロサイ（モラン君 ）や、カバ園長の愛称で親しまれた、東武動物公

園初代園長（故西山登志夫氏）をモチーフにしたメニューから、開園 40 周年を記念して、新

旧アトラクションや動物をイメージしたメニューを販売します。  

 

フードメニュー  

サイのモラン君カレー  

【販売期間】2021 年 3 月 26 日 (金 )～6 月下旬 (予定 )  

【販売店舗】中央レストラン  

【料 金】1,300 円（税込）  

 

カバ園長が愛した醤油ラーメン  

【販売期間】2021 年 3 月 26 日 (金 )～2022 年 3 月 27 日 (日 ) (予定 )  

【販売店舗】西園レストラン/レストランカーニバル  

【料 金】900 円（税込）  

 

デザートメニュー 

【販売期間】2021 年 3 月 26 日 (金 )～5 月下旬 (予定 )  

マウントロッキーコースターソフト               絶叫！爽快☆カワセミソーダ 

【販売店舗】スナックステーション           【販売店舗】スナックトッピー  

【料 金】550 円 (税込 )               【料 金】450 円（税込）  

 

キリンのホープ  ロングドーナツ  

【販売店舗】スナックサバンナ  

【料 金】400 円（税込）  

 

 

 

 

 

デザインイメージ 過去のキャンバスガーデンの様子 



「あなたの夢叶えます！」募集 

お客様より、“園内で叶えたい夢”（東武動物公園で行いたい事）を、ホームページの専用フォームから募集します。

「獣医の仕事を体験したい」、「結婚式を挙げたい」、「貸切りでイルミネーションを見たい」など、当園でできることなら

何でも OKです。 

【募集期間】2021年 3月 28 日（日）～2021年 12月 30日（水） 

【募集方法】ホームページ内専用フォームより募集 ※必要事項をご記入いただきます。 

１）園内で叶えたい夢の内容・理由 

２）氏名・年齢・性別 

３）連絡先 

【当選発表】当選者のみ、メールまたは電話にてご連絡いたします。 

当選内容が決定次第、順次ニュースリリースで発表させていただきます。 

 

 

 

※画像はイメージです。実物と異なる場合がございます。 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、急きょイベントが中止となる場合がございます。 

※掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。 
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