遊 21-10 号
2021 年 9 月 22 日

秋の夜長を楽しもう！
秋の夜間イベント オータムナイト ZOO 開催
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）では、2021 年 10 月 2
日（土）～10 月 31 日（日）の土日に、秋の夜間イベント『オータムナイト ZOO』を開催しま
す。
夏が終わり、過ごしやすくなる秋は、少しずつ夜の時間が長く感じられるようになります。
秋の夜間イベント「オータムナイト ZOO」では、動物たちの夜の姿をご覧いただけるほか、
遊園地のアトラクションが煌びやかにライトアップされます。
また、ハロウィンをイメージしたカボチャやかかしが園内各所に装飾され、イルミネーショ
ンの一部先行点灯や、動物たちの特別ガイド・エサやり体験を実施します。
さらに、15 時以降は、入園料やアトラクションパス（アトラクション乗り放題）の割引や期
間限定メニューもありますので、秋の夜長を存分にお楽しみください。
◆オータムナイト ZOO 概要◆
【開 催 日】2021 年 10 月 2 日（土）～10 月 31 日（日）の土日
【営業時間】9：30～19：00（最終入園は 18：00）
【料

金】

通常料金
大人（18歳以上） 中人（12歳～17歳） 小人（3歳～11歳） シニア（60歳以上）
入園券

1,800円

1,500円

800円

1,100円

アトラクションパスセット
（入園+アトラクションパス）

5,100円

4,800円

3,800円

3,800円

アトラクションパス
（のりもの乗り放題）
※別途入園券が必要です。

3,300円

3,300円

3,000円

2,700円

15時からの割引料金
大人（18歳以上） 中人（12歳～17歳） 小人（3歳～11歳） シニア（60歳以上）
15時割入園券

1,200円

1,000円

500円

1,100円

15時割アトラクションパスセット
（15時割入園券＋15時割アトラク
ションパス）

3,200円

3,000円

2,000円

3,100円

15時割アトラクションパス
（15時以降のりもの乗り放題）
※別途入園券が必要です。

2,000円

2,000円

1,500円

2,000円

※天候等によっては営業時間が変更、各種イベントが中止となる場合がございます。
※15 時以降の割引料金は他の割引との併用はできません。

あにまるディナー（エサやり体験）
【開 催 日】2021 年 10 月 2 日（土）～10 月 31 日（日）の土日
【内

容】各動物のエサやり体験ができます。

◆ペンギンのごはんタイム
【開催時間】16：00～、1 組 500 円／30 組限定
◆ゾウのディナータイム
【開催時間】17：00～、1 組 500 円/25 組限定
◆ホワイトタイガーのディナータイム
【開催時間】17：30～（受付 17：15）、1 組 500 円/15 組限定
※ディナータイム開催に伴い、土曜日 11：00 からのおやつタイムは中止

あにまるナイトガイド
【開 催 日】2021 年 10 月 2 日（土）・9 日（土）・16 日（土）・23 日（土）・30 日（土）
【内

容】各動物の生態や個体の特徴などを飼育係がお話します。

◆アニマルタイム（ハリスホーク、コンゴウインコ、オットセイ、アザラシ ※参加動物は日によって変更にな
ります。）
【開催時間】16：40～約 10 分
【開催場所】ペンギン舎前
◆ナイトライノスガイド
【開催時間】18：00～約 10 分
【開催場所】アフリカサバンナ内サイ舎
◆ナイトライオンガイド
【開催時間】18：30～約 10 分
※ナイトガイド開催に伴い、土曜日の 14：30 からのライオンガイドは中止
【開催場所】キャットワールド内ライオン舎
◆ナイトホワイトタイガーガイド
【開催時間】18：40.～約 10 分
※ナイトガイド開催に伴い、土曜日の 14：40 からのホワイトタイガーガイドは中止
【開催場所】キャットワールド内ホワイトタイガー舎
ハロウィンナイトパレード
【開 催 日】2021 年 10 月 3 日（日）・10 日（日）・17 日（日）・24 日（日）・31 日（日）
【開催時間】18：00～約 30 分
【開催場所】ふれあい動物の森発着
【内

容】

仮装した飼育係とともに動物たちが夜の園内を行進します。
※夜のパレード開催に伴い、13：00 からの動物パレードは中止

紙芝居 動物の妖怪
【開 催 日】2021 年 10 月 9 日（土）・16 日（土）
【開催時間】18：00～約 20 分
【開催場所】日本産動物舎
【内

容】

飼育係お手製の紙芝居で動物の妖怪の昔話をお話します。
読み手である飼育係の風貌にも注目です。

観覧車エマさんのチーズ風車 ハロウィンライトアップ
【開 催 日】2021 年 10 月 2 日（土）～10 月 31 日（日）の土日
【点灯時間】17：00～19：00
【開催場所】観覧車 エマさんのチーズ風車
【内

容】

園の中央に位置する「観覧車 エマさんのチーズ風車」を赤色にライ
トアップします。暗闇の中、怪しげに観覧車が浮かび上がります。

ハートフルガーデン ライトアップ
【開 催 日】2021 年 10 月 2 日（土）～10 月 31 日の土日
【開催場所】ハートフルガーデン内
【開催時間】17：00～19：00
【内

容】

植物エリア「ハートフルガーデン」の一部をイルミネーションでライトアップするほか、カボチャやお化け型の
LED ライトでハロウィンを演出します。

《日中のイベント》

遊園地ハロウィン装飾
【開 催 日】2021 年 10 月 1 日（金）～10 月 31 日（日）
【内

容】

遊園地エリア各所にカボチャやかかしなどが装飾されます。

動物たちにお化けカボチャをプレゼント
【開 催 日】2021 年 10 月 30 日（土）
【内

容】動物たちにそれぞれの好物が入ったお化けカボチャをプレゼントします。

ホンドリス

ミーアキャット

開催時間 9：30～

開催時間 9：30～

開催場所 日本産動物舎

開催場所 小獣舎

ヒグマ

カピバラ、リスザル

開催時間 10：00～

開催時間 12：00～

開催場所 ヒグマの森

開催場所 リスザルの楽園

ハロウィン限定メニュー
【販 売 日】2021 年 9 月 18 日（土）～10 月 31 日（日）
【場

所】コルネさんのパンケーキハウス

【料

金】1,250 円（税込み）

【内

容】

遊園地エリア「ハートフルタウン」にあるカフェレストラン
「コルネさんのパンケーキハウス」にて、ハロウィンをイ
メージした限定パンケーキを販売します。

※各種イベントは天候や動物の体調等により中止に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。
〒345-0831

埼玉県南埼玉郡宮代町大字須賀 110

東武レジャー企画㈱ 業務部 中嶋・前田・白石・鈴木
℡ 0480-93-1200 Fax 0480-92-2694 HP ｱﾄﾞﾚｽ http://www.tobuzoo.com

