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長島観光開発株式会社

超大型ゴールデンウィーク目前！世界 No1 から日本初上陸まで！

ナガシマスパーランド史上最大のＧＷ

人気アトラクション 豪華ラインナップで勢揃い！
長島観光開発株式会社（所在地：三重県桑名市長島町浦安 代表取締役社長 稲葉邦成） は、
運営する遊園地ナガシマスパーランドに、4/22（月）にウォーターライドアトラクション「ジェットスキ
ー」をオープンさせます。これにより今年の大型ゴールデンウィーク（以下、ＧＷ）は、
ナガシマスパーランド史上最大のアトラクション数になり、大人も子供も夢中になれる様々な
ジャンルの豪華ラインナップが勢ぞろい！ファミリーやご友人、カップルでお楽しみいただけます。

日本初上陸！水上を駆ける迫力スピード＆爽快感
ウォーターライドアトラクション

“ギネス認定 No1 コースター”さらに進化！
世界一のスリルに挑戦！むきだしのスリル体験！

「ジェットスキー」
2013 年 4/22（日）オープン

新型「スチールドラゴン 2000」
2013 年 3/15（金）オープン

昨年 2012 年春、日本最大級の回転ブランコ『スターフライヤー』の新設を機に、ナガシマこども遊
園地『キッズタウン』、ポケモン史上初となる大型ウォークスルーアトラクション『ポケモンアドベンチャ
ーキャンプ』、こどもあそびゾーン『ちびっこひろば』を新設。さらに世界Ｎｏ１コースターの車
両をフルモデルチェンジさせ、リニューアルした新『スチールドラゴン 2000』。そして、今回のＧＷ目
前の 4/22（月）に、日本初上陸ウォーターライドアトラクション『ジェットスキー』をオープン！

■アトラクション数

※2013 年 4 月 22 日以降、「ジェットスキー」オープン時点の数

アトラクション全 54 種類＋ウォークスルーアトラクション『ポケモンアドベンチャーキャンプ』
2013 年・H25 年 4 月

『ジェットスキー』・新設

エンジョイ＆ファンタジー

2013 年・H25 年 3 月

『スチールドラゴン

スリル＆スピード

2012 年・H24 年 7 月

『ちびっこひろば』・新設

2012 年・H24 年 7 月

『ポケモンアドベンチャーキャンプ』・新設

2012 年・H24 年 4 月

『キッズタウン』拡張・（8

2012 年・H24 年 3 月

『スターフライヤー』・新設

2000』・リニューアル

機種新設導入）

キッズタウン
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＜ＧＷ注目のアトラクション①＞
日本初上陸！水上を駆け抜ける迫力のスピード＆爽快感

新登場！ウォーターライドアトラクション「ジェットスキー」
2013 年 4 月 22 日（月） 10:00～ グランドオープン！
長島観光開発株式会社（所在地：三重県桑名市長島町浦安 代表取締役社長 稲葉邦成） は、運
営する遊園地ナガシマスパーランドに、日本初登場！のウォーターライドアトラクション

「ジェットスキー」をオープン致します。

名称：

ジェットスキー

(Jet ski)

2 人乗りの水上バイクをモチーフにしたアトラクション
で、ハンドル操作で舵を取り、左右にターンやツイス
トをして滑走します。もちろん、運転や操作に自信の
ない方やちびっこでも簡単にご乗車できる仕組みで、
手軽に誰でも水上を駆け抜ける迫力あるスピード感
と爽快感を体験できるアトラクションです。
大人はもちろん、キッズ＆ファミリーも楽しくエキサイティングなマリンスポーツを体験していただけます。

水上の円形の乗り場から、放射状に９本のアームが伸び、その先に小型の水上バイクがありま
す。乗り場を中心に乗り物が 360°回転し、９隻の船がハンドル操作でターンやツイストを繰り返
しながら水上バイクのように水しぶきを上げながら滑走するエキサイティングなウォーターライド
アトラクションです。
名 称：

「ジェットスキー」（Jet Ski）

定 員：

18 名 （大人 2 名×9 台）

所要時間：

約

利用制限：

120ｃｍ以上

3 分

（100 ㎝～120 ㎝未満の方は保護者同伴で利用できる）

利用料金：

500 円
※のりものパスポートでも利用可

最高速度：

時速 24

㎞（※秒速 6.6ｍ、約 13 ノット）

メーカー ：

ジーラ（ＺＩＥＲＥＲ）社（ドイツ）

オープン日 ：

2013 年 4 月 22 日（月）～
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＜ＧＷ注目のアトラクション②＞
世界が認めた“世界 No1 コースター”

さらにパワーアップして登場！

新型「スチールドラゴン 2000」フルモデルチェンジ
絶叫マシンファンが「夢」見たコースターの理想形 世界一のスリルに挑戦！
長島観光開発株式会社（所在地：三重県桑名市長島町浦安 代表取締役社長 稲葉邦成） は、運営する
遊園地ナガシマスパーランドの、ギネス認定コースターの人気アトラクション「スチールドラゴン
2000」を、この春、スリルあふれるマシンに進化させるためフルモデルチェンジいたしました。

ギネス認定の世界 No1！

「むきだしのスリル」体験
フルモデルチェンジでパワーアップ！
やはりスチールドラゴン 2000 はギネス認定の世界 No1 のスケールがやはり一番の魅力で根強
い人気を誇っています。世界 No1 の特性を最大限に活かし、車両をフルモデルチェンジし進
化させることで、 世界一のスリルあふれるコースターに進化すると考えました。
圧倒的な存在感を持つこの車両は、多くの絶叫マシンファンやヤング層から大きな注目を集
めています。絶叫マシンファンの為に考えた究極のコースターがここに登場！

ＧＷ注目！だれもが「夢」見た絶叫コースターの理想形。
コースターの常識を覆す斬新な車両デザイン。座席を覆うカバー
がなく、シャーシ（車台）の上に座席があるだけのシンプルなスタ
イルで、開放感やスピード感は前回のコースターを超える迫力。
また、シートは特別に設計された一人掛けのバケットシートで、足
が床から離れた状態になり浮いているような感覚になる浮遊感と
スリルがあります。乗り心地の良さも特徴で高性能なコースターは
不快な振動が少なく滑らかに駆け抜けるコースターでまるでドラ
ゴン（竜）の背中に乗って空を飛んでいるような「気持ちいい」爽
快感を体験できるでしょう！

世界一の全長 2479 メートル、日本一の高さ 97ｍ、世
界有数の最高速度 153km/h、加重力 3.5G まさしく日本を代表するコースター。
絶叫のスリルとスペック。そして、従来のコースターにはない独特な浮遊感と
爽快感の両方を併せ持つ夢の超コースター。
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＜ 新型・スチールドラゴン２０００ ＞
名

スチールドラゴン 2000

称

利用料金
利用制限
最高部高さ
最大落差
最高速度
走路全長
最大斜度
最大荷重
車両編成
営業開始

1000 円 ※のりものパスポートでも利用可
10 歳～ ＆ 140 ㎝～185 ㎝
97ｍ
（日本 1 位）
93.5ｍ
（日本 1 位）
153ｋm/h
（日本 2 位）
2,479ｍ
(世界 1 位)
68 度 ・ 乗車時間 約 210 秒
3.5 G
28 人乗り（１編成：4 人×7 両）
2013 年 3 月 15 日～

＜ＧＷ注目のアトラクション③＞
日本最大のタワー高を誇る空中回転ブランコ！ “爽快”で “気持ちいい”

タワー型アトラクション「スターフライヤー」
大人気 回転ブランコ 高い！世界！爽快！

「スターフライヤー」(StarFlyer)
定
員： 32 名 （2 人乗り×16 台）
所要時間： 約 3 分
名

称：

利用制限：

130ｃｍ以上
（110 ㎝～130 ㎝の方は、保護者同伴で利用できる）

利用料金：

800 円

高

63.4 ｍ（※搬器最高到達点は約 47ｍ）

さ：

※のりものパスポートでも利用可

最高回転速度：

51km/h

オープン日

2012 年 3 月 17 日（土）～

：

高さ 63.4ｍは回転ブランコとしては日本最大級
で、ワイヤーで吊られた二人掛けのブランコが、
足が宙に浮いた状態のまま上昇し、タワーの周
りを上空で回転、最大直径約 28ｍの大きな円
を描きながらスウィングし上下します。
※お子様からシニアの方にも楽しんでいただけるア
トラクション。幅広い年代・客層に親しまれる大型機種として人気を集めています。
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＜ＧＷ注目のアトラクション③＞
日本最大級のキッズエリア 乳幼児から大人まで家族みんなで楽しめる

「キッズタウン」＆「ちびっこひろば」
三世代が「楽しく快適」に遊べる「幼児向けの遊びの空間」が完成

総面積約 45,000 ㎡は子供向けエリアとしては
日本最大級の“キッズエリア”。このエリアのアト
ラクションは未就学から小学校低学年と、その保
護者・ファミリー層が対象で、利用制限に満たな
い幼児でも保護者の同伴があれば利用できるア
トラクションを中心に揃えました。キッズエリアの
スケールアップにより、幼児をも含む、お子様か
ら大人、シニアまでの三世代が「より楽しく快適」
に遊べるキッズエリアとなり、総合レジャー『ナガ
シマリゾート』の中心施設として、更なる魅力ある
施設となります。
＜ＧＷナガシマスパーランド・イベント情報＞

連日お子様＆大人が楽しめる催しを開催

・4 月 27 日（土）ワンワンとあそぼう！ショー
・4 月 28 日（日）ワンワンとあそぼう！ショー
・5 月 1 日（水）～6 日（月・祝）
ポケモンセンターＧＷまつり in ナガシマスパーランド
・5 月 4 日（土）ZIP-FM

MUSIC GROOVE 出演：feat.E-girls

・5 月 11 日（土）MBS スター大集合！ごちゃまぜ祭り in ナガシマスパーランド

※各イベントの出演者や入場方法については、オフィシャルホームページをご覧ください。
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一般の方からのお問い合わせは

ナガシマスパーランド
インフォメーション（TEL：0594-45-1111（代））で承ります。
ＷＥＢサイトは www.nagashima-onsen.co.jp で、
パソコン及び携帯電話、スマートフォンからアクセスできます。

