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Facebook
https://ja-jp.facebook.com/nijigennomori/

@nijigennomori
URL

Twitter
https://twitter.com/NIJIGENNOMORI

@NIJIGENNOMORI
URL

Instagram
https://www.instagram.com/nijigennomori/

@nijigennomori
URL

GUIDE MAP
ガ イ ド マ ッ プ

◀ パークナビを併せてご利用ください

ハイウェイオアシス、インフォメーション、
各ショップにて乗り放題チケットを
販売致しております。

１日500円

トラムカー
1日乗車
チケット

〒656-2301 兵庫県淡路市楠本2425-2 県立淡路島公園内
TEL 0799-64-7061 （受付時間/10：00～20：30）

県立淡路島公園アニメパークニジゲンノモリ

＊アクセス時刻表に関しては園内ショップ・インフォメーションにてご確認ください。
＊各社高速バス淡路IC上下線降車後、県道157号線に出たところ（徒歩1分）にあるバス停です。

●のじまスコーラやハローキティスマイルなどの
　淡路島西海岸の施設へ行かれるお客様
　　 Ａ駐車場・・・Ｆ駐車場・・・クラフトサーカス・・・ハローキティショーボックス
・・・青海波・・・ハローキティスマイル・・・オーシャンテラス・・・のじまスコーラ

シャトルバスを
ご利用の方へ

高速バスをご利用の方へ

無 料

有 料

●お帰りの際は

　　 Ｆ駐車場・・・Ａ駐車場・・・淡路IC＊・・・岩屋ポート

●「ナイトウォーク火の鳥」後（夜間）お帰りの際は

乗り場の間違いにご注意ください。

　　 Ｂ駐車場・・・Ｆ駐車場・・・Ａ駐車場・・・淡路IC＊

➡上記のシャトルバスで淡路ICへ
　案内表示に従って徒歩1分。

➡淡路島公園
　ハイウェイオアシス
　駐車場内に停車します。

トラムカー

アクセス

淡路インター・岩屋ポート方面

●お帰りの際は
淡路交通/神姫バス/
神戸山陽バス/阪急バス

ナルトかけはし号
（神戸空港、新神戸駅、大阪空港、大阪駅）

⬆こちらが
　目印です

ショップ

●「クレヨンしんちゃん アドベンチャーパーク」へはF駐車場が最寄りです。
●「ナイトウォーク 火の鳥」へはA駐車場が最寄りです。
●「NARUTO&BORUTO-忍里-」へはE駐車場が最寄りです。
●「ゴジラ迎撃作戦 国立ゴジラ淡路島研究センター」へはF駐車場が最寄りです。
●「ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島」へはF駐車場が最寄りです。
●「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」「モリノテラス」へはF駐車場が最寄りです。

GUIDE MAP
ニ ジ ゲ ン ノ モ リ ガ イ ド マ ッ プ

各アトラクション・
レストランでは
オリジナルグッズを
取り扱ったショップも
ございます!
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岩屋ポート・
のじまスコーラ方面へ
お越しの方はF駐車場にて
お乗り換えください

インフォメーション

ニジゲンノモリ 
シャトルバス乗り場

レセプション

チケット売り場

ショップ

お手洗い

多目的兼用トイレ

キッチンカー

AWJB01-0017 2021.1.20000

ドラゴンクエスト アイランド
大魔王ゾーマとはじまりの島

GRAND CHARIOT
北斗七星 135°

クレヨンしんちゃん
アドベンチャーパーク

ナイトウォーク
火の鳥

NARUTO＆BORUTO
忍里

ゴジラ迎撃作戦
国立ゴジラ淡路島研究センター

グランシャリオ
北斗七星135°

（定員22名）
※トラムカーを無料でご利用頂ける時間帯は
　季節によって異なります。
※貸出ではございません。（ドライバーが付いております）

トラムカーで
楽々移動！



©TEZUKA PRODUCTIONS.

©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ

●❹ゴジラ迎撃作戦 国立ゴジラ淡路島研究センター

チケット料金
アトラクションの
詳細はこちら！

アトラクションの
詳細はこちら！
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アトラクション概要

夜もお楽しみいただけます

手塚治虫氏原作の「火の鳥」をテーマに、
公園内の自然環境を光と音で演出。
非日常感あふれる
幻想的な世界を体験しよう。

2019年4月に「恋人の聖地サテライト」に認定されました。

1969年生まれ(兵庫県神戸市出身)
2010年シンガポール、2012年アラブ首長国連邦にて
開催された世界グルメサミットに日本代表として出場。
2010年にはその年の最も優れたシェフに選出。現在

は、国内外で11店舗展開するほか、国際食品や国内外輸出入政府関係の
アドバイザー、全国各地での指導・講演など幅広い活動を行う。

季節により営業時間が異なります。
※ラストオーダーは営業終了時間30分前まで。

営業時間

http://awaji-grandchariot.com/ご予約はコチラ

●チェックイン／15時から。 ●チェックアウト／11時まで。　
●客室内設備／TV・冷蔵庫・エアコン。
●インターネット無料接続。(Free wi-fiサービス)

東京・大阪・シンガポール国内外に11店舗を持つ、
HAL YAMASHITA プロデュースのカフェ＆レストラン。

大好きなペットと
大自然の中でおいしい
ランチはいかが？

ドッグテラス
※テラス席のみご利用頂けます。

●❺モリノテラス
お誕生日会などでもご利用いただけます

テーマパーク内のグランピング施設。
美味しい食事と贅沢な空間で特別なひとときを。

丘の上には、展望デッキがあり、そこから明石海峡大橋を見下ろすことができます。
夜には神戸の夜景と頭上に広がる満天の星を眺めることができます。

山下春幸

チェックイン受付 （F駐車場近辺）大芝生ショップ隣接のゲートフロント。

コラボルームもご用意

ナルトルーム クレヨンしんちゃんコラボルームハローキティのコクーン

大人
（12歳以上・中高生以上）

マスターコース（身長120cm以上）

エリア入場料

大人（12歳以上・中高生以上）       3,300円（税込）
こども（5歳以上～11歳以下・小学生） 1,200円（税込）

大人（12歳以上・中高生以上）       3,800円（税込）
こども（5歳以上～11歳以下・小学生） 2,200円（税込）

大人（12歳以上・中高生以上）       3,300円（税込）
こども（5歳以上～11歳以下・小学生） 1,200円（税込）
※4歳以下・未就学児のお子様無料。 ※4歳以下・未就学児のお子様無料。

チケット料金

※季節によりスタート時間が変更になる場合がございます。
※所要時間 1時間～1時間30分程。
※受付時間に間に合わなかった場合は次回以降への
　ご案内になる場合がございます。

日没から20時30分まで。入場受付時間 10時から20時まで。入場受付時間

10時から20時まで。入場受付時間

※開始時刻１５分前までに受付をお済ませ下さい。
※日没時間に合わせたショースケジュールのため、季節によってスタート時間が変わる場合がございます。
　あらかじめご了承下さい。
※防寒、防虫、歩きやすい恰好でのご参加をお願い致します。
※ペットをお連れのお客様は必ずキャリーorゲージに入れて頂きますようお願い致します。

小さなお子様や、お体の不自由な方などには特に危険となる箇所もございますので、チケットをご購
入されていても、安全上の理由によりご参加をお断りする場合がございます。また、本アトラクション
は天候や、安全上の理由により中止となる場合がございますので、アトラクションが中止・休止となっ
た場合は、公式ホームページ、ニジゲンノモリチケットセンターサイト、インフォメーションセンター、
Twitterにてお知らせいたします。アトラクションの詳しい注意事項に関しましては公式ホームページ
にてご確認ください。※写真はイメージです。

※本アトラクションは、動きやすい服装・靴でご利用下さい。
※以下に該当する服装、靴、装飾品を着用されている場合、安全上の理由からご参加いただけません。
● 服装：スカート・マフラー・コート等の危険が伴う服装
● 靴：ハイヒール・樹脂製サンダルなど、踵が固定されておらずブレやすい靴
● 装飾品：鋭利・長いもの

※本アトラクションは、動きやすい服装・靴でご利用下さい。
※以下に該当する服装、靴、装飾品を着用されている場合、安全上の理由からご参加いただけません。
● 服装：スカート・マフラー・コート等の危険が伴う服装
● 靴：ハイヒール・樹脂製サンダルなど、踵が固定されておらずブレやすい靴
● 装飾品：鋭利・長いもの

●❸NARUTO＆BORUTO 忍里●❷ナイトウォーク火の鳥●❶クレヨンしんちゃん
　アドベンチャーパーク

●❺ドラゴンクエスト アイラン
ド

　大魔王ゾーマとはじまりの島アトラクションの
詳細はこちら！

アトラクションの
詳細はこちら！

参加者は、木ノ葉隠れの里の忍として、世界の平穏を取り戻すために
何者かによってばら撒かれた「チャクラのかけら」を集め、巻物に再び封印する。
「暁」との遭遇や「仙術修業」など、待ち受ける数々の試練を乗り越えながら
アクティビティをクリアしていく。

アトラクション概要

地の巻

三階建ての立体迷路アトラクション。捕らわれた仲間を救出するため、
巨大な「火影岩」の後ろに併設された二つのコース。
【うずまきコース】と【うちはコース】を頭と身体を駆使して、迷路の脱出を目指す。

豚骨ラーメン たこ焼き卵巻物
大蛇丸の
とぐろウインナー

天の巻

大人（12歳以上・中高生以上）1,500円(税込) 
こども（5歳以上～11歳以下・小学）1,000円(税込)
※地の巻～外伝～へのご参加には別途「忍里入場チケット」が必要です。

ちびゴジラなかよし作戦 （ミュージアム/ワークショップ入場券）
こども（5歳以上～11歳以下） 800円(税込)

「地の巻」の冒頭で語られる”チャクラの封印を壊した犯人”とは、
いったい誰なのか。あなたの今回の任務は、木の葉隠れの忍達と協力し、
この事件の犯人を見つける事です。

（別売）地の巻
～外伝～

ラーメン一楽も出店中
！！

※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。

●こども以下には、保護者の同伴が必要です。●こども以下には、保護者の同伴が必要です。

●4歳以下・未就学児のお子様無料。 ●こども以下には、保護者の同伴が必要です。
同伴者は大人（マスターコース）または付き添いチケットをご購入ください。 ※営業時間は季節によって異なります。

●4歳以下・未就学児のお子様はミュージアムのみ無料でご利用いただけますが、
　保護者の同伴が必要です。同伴者はアトラクションの大人チケットをご購入ください。

※営業時間は季節によって異なります。

※営業時間は季節によって異なります。

●身長110cm以上・体重25kg以上110kg未満の方対象。
●こども以下には、保護者の同伴が必要です。

▲詳しくはこちら

■注意事項 ■注意事項
制限なし

マスターコースのみ［童コース］キッズコースのみ
［アッパレ！コース/足軽コース/侍大将コース］
マスターコースのみ

小学生以下対象

3階建ての
木組アスレチック

池の上を滑空する
ジップライン

3歳以上、体重90kg以下

地上から6m飛び上がる
絶叫アトラクション

ちょっとおバカな
おもしろホラーハウス

キッズコースのみ

野原家のみんなと
リアル謎解きゲーム

カンタム・ロボに入って
とんだりはねたり♪

チケット料金

4,600円（税込）

こども
（5歳以上～11歳以下・小学生）

2,800円（税込）
キッズコース（身長120cm未満） － 2,500円（税込）

付き添いチケット 1,500円（税込） －

『ニジゲンノモリに眠るお宝を探せ！』

アッパレ！戦国大冒険！ チャレンジ！アクション仮面飛行隊！

スーパーシロの出撃！スーパー逆バンジー！ ふわふわ！カンタム・ロボ！

オラの『ビックリ！ドッキリ！おもしろホラーハウスだゾ！』

別売

伝説とされていたゴジラの姿が初めて確認されたのは明治の初め、淡路島を台風が襲った夜のこと。高波とともに姿を現したゴジラ
は島内を蹂躙し、甚大な被害をもたらし、政府はゴジラの再度の襲撃に備えていた。そして恐れていたことが現実になり、ゴジラが再
び淡路島に上陸。政府は直ちに対応を始めた。ゴジラをニジゲンノモリまで誘導し、地中に仕掛けた爆薬でゴジラの動きを封じ、その
口に薬剤を搭載したミサイルを撃ち込むと、ゴジラは活動を停止した。現在は国立ゴジラ淡路島研究センターの監視下に置かれてい
るが、ゴジラはあくまでも活動を停止しているのみで、いつ動き出すかわからない。その行動を監視するため、皆さんの力が必要だ。

チケット料金

アトラクション概要

大人（12歳以上・中高生以上）         3,400円（税込）
こども（5歳以上～11歳以下・小学生）   1,400円（税込）

■「カンダタ盗賊団の入団試験」セット券 （入場券＋サブクエスト）
大人（12歳以上・中高生以上）         5,400円（税込）
こども（5歳以上～11歳以下・小学生）   2,900円（税込）
■プレミアムチケット （入場券＋豪華特典）※サブクエストも体験可
大人（12歳以上・中高生以上）       11,400円（税込）
こども（5歳以上～11歳以下・小学生）   9,400円（税込）

10時から20時まで。入場受付時間 ※営業時間は季節によって異なります。

※4歳以下・未就学児のお子様無料。
※時期によって料金は変動いたします。
●こども以下には、保護者の同伴が必要です。
●入場券は時間指定制となっております。詳しくは公式ホームページにてご確認ください。

かつて「勇者」によってもたらされた平穏な時代。それから時は流れ数百年ーー。
神々に愛された地「オノコガルド」をまものたちが襲いはじめた。人々は　高い塀に囲まれた城下町
でまものを避けて暮らす日々を送っていた。そんな折、とつじょまがまがしい「謎の城」があらわれた
のだった！「我が名はゾーマ　全てを滅ぼす者。さあ　我を恐れ　うやまうがいい！」城から大魔王の
声が響き渡る。オノコガルドの王は民にこう告げた。「勇敢な冒険者たちよ　我がもとへ集え！勇者の
魂を継ぐ者を見つけ出しともに世界を救うのだ！」と……！

© 2021 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.


