
 NEWS RELEASE                                      ２０２２  年１２⽉１⽇ 

 営業終了後のサファリワールドを探検 #夜の動物なにしてる︖ 
 「ナイトサファリ  WINTER ２０２３  」開催 
 ２０２２年１２⽉２３⽇(⾦)〜２０２３年１⽉２８⽇(⼟) 

    アドベンチャーワールド（和歌⼭県⽩浜町）は、この冬、＃夜の動物なにしてる︖として、営業終了後のサファリ 
 ワールドを体験できる「ナイトサファリ 」を開催いたします。ケニア号やキャラバン号でガイドと巡り、夜の動物 
 たちを観察するツアーを開催します。また、指定のホテル宿泊者対象のバスツアーなど、冬の⽩浜の夜でしか味わえ 
 ないさまざまなツアーイベントをご⽤意しています。 

  【ナイトサファリ  WINTER ２０２３  】 
     開催期間   ２０２２年１２⽉２３⽇（⾦）〜２０２３年１⽉２８⽇（⼟）の期間中２３⽇間 
     開催時間 午後５時００分〜午後７時３０分 
     開催場所 アドベンチャーワールド サファリエリア 
     内容   ３種類のナイトサファリツアー ※詳細を次⾴に掲載いたします 

     （１）ナイトケニア 
     （２）ナイトサファリキャラバン ディナープラン 
     （３）【７つのホテル宿泊者対象】冬のナイトサファリツアー   

 ※パークは午後５時００分に営業を終了します。ナイトサファリ参加チケットをお持ちの⽅のみご⼊場いただけます。 
 ※ナイトサファリのみご参加いただく場合、⼊園券は必要ございません。 
 ※通常営業午前１０時００分〜午後５時００分もパークをお楽しみいただく場合は、別途⼊園券が必要です。 
 ※午後４時以降は駐⾞場料⾦は無料です。 
 ※午後５時以降、サファリエリア以外の施設（ギフト＆フードショップ含む）はすべてクローズいたします。 

 お問い合せは、アドベンチャーワールド経営企画室 広報課までご連絡ください。 

 （TEL︓0739-43-3365   Email︓  pub-iqtkcg@aws-s.com  ） 

mailto:pub-iqtkcg@aws-s.com


 ナイトサファリツアー詳細 
 （１）ナイトケニア   （所要時間︓４０分）                              
  ケニア号で夜の動物たちの世界を巡るガイドツアー。キリン、サイ、ライオンのポイントでケニア号を停⾞させ、各⾞両の  
  ツアーガイドがライブ解説いたします。※⾬天決⾏ 

     ●実施期間︓ナイトサファリ期間中の２３⽇間 
         １２⽉   ２３⽇㈮〜３１⽇㈯        
          １⽉   １⽇㈰〜８⽇㈰ １３⽇㈮ １４⽇㈯ ２０⽇㈮ ２１⽇㈯ ２７⽇㈮ ２８⽇㈯ 
     ●実施時間︓  １⽇４便 ①集合時間︓午後４時４５分（実施時間︓午後５時０５分〜） 
                      ②集合時間︓午後５時１０分（実施時間︓午後５時３０分〜） 
                             ③集合時間︓午後５時４０分（実施時間︓午後６時００分〜） 

            ④集合時間︓午後６時０５分（実施時間︓午後６時２５分〜  ）    
     ●定  員︓２６組（１組５名まで）／便 
     ●料  ⾦︓５，０００円／組（１組５名まで） 

     ※３歳以上有料となり⼈数に含まれます。 
     ※３歳未満の⽅は保護者（１８歳以上）のお膝の上抱っこで追加２名までご利⽤いただけます。 

       ●集合場所︓エントランスドームお帰り⼝前                     
       ●販売⽅法︓WEBチケットストア（前⽇まで販売） 

       ※空きがある場合、当⽇開園〜午後３時３０分までケニア号乗場チケットカウンターにて販売します。 
                 午後４時００分〜午後５時３０分まで⼊園券売り場にて販売します。 

       ●発売⽇ ︓１２⽉５⽇（⽉）午後３時００分 予定    
      

 （２）ナイトサファリキャラバン ディナープラン   （所要時間︓１２５分 ※⾷事込み）              
  サファリレストランJamboでのスペシャルディナーが付いたこのプランでは、サファリをキャラバン号に乗って移動し、 
  シロサイや、トラ、ライオンたち⾁⾷動物の⼤迫⼒の収容シーンをご覧いただけます。   ※⾬天決⾏ 

     ●実施期間︓ナイトサファリ期間中の１１⽇間 
         １２⽉   ２５⽇㈰〜２９⽇㈭        
          １⽉   １⽇㈰〜５⽇㈭ ８⽇㈰  
     ●実施時間︓  １⽇２便   ※同時出発  
             集合時間︓午後５時１０分（  実施時間︓  午後５時２５分〜） 
           （⾷事︓午後５時３０分〜午後６時２５分） 
     ●定  員︓６組（１組５名まで）／便 
     ●料  ⾦︓１５，０００円／組（１組５名まで） 

     ※３歳以上有料となり⼈数に含まれます。 
     ※３歳未満の⽅は保護者（１８歳以上）の⽅のお膝の上に 
      抱っこで２名までご利⽤いただけます。 

          通常メニュー   ４，８００円／名 
          お⼦さまメニュー ２，２００円／名（⼩学⽣以下） 
           ※ツアーと⾷事のセットプランです。ワンドリンク付き、アルコールは別途料⾦必要。 
            ※中学⽣以上の⽅は、⼈数分の⾷事（通常メニュー）のご予約が必要です。 
            ⼩学⽣以下の⽅は、通常メニュー・お⼦さまメニュー・⾷事なしから選択していただけます。 
       ●集合場所︓エントランスドームお帰り⼝前 
       ●販売⽅法︓WEBチケットストア（前⽇まで販売）             

       ※空きがある場合、当⽇開園〜正午までケニア号乗場チケットカウンターにて販売します。           
       ●発売⽇ ︓１２⽉５⽇（⽉）午後３時００分 予定           

 お問い合せは、アドベンチャーワールド経営企画室 広報課までご連絡ください。 

 （TEL︓0739-43-3365   Email︓  pub-iqtkcg@aws-s.com  ） 

mailto:pub-iqtkcg@aws-s.com


 （３）【７つのホテル宿泊者対象】冬のナイトサファリツアー   （所要時間︓６０分）              
    ２階建てバスに乗ってサバンナへ。キリンやシマウマが暮らすサバンナエリアでは途中下⾞し、ウォーキングでナイトスコープ 
  を使⽤して動物たちをじっくり観察していただきます。⼤型草⾷動物へのフィーディング体験の後、⾁⾷動物エリアへツアー 
  ガイドがご案内します。 

   
     ●実施期間︓ナイトサファリ期間中の１２⽇間 
         １２⽉   ２３⽇㈮ ２４⽇㈯ ３０⽇㈮ ３１⽇㈯          
          １⽉   ６⽇㈮ ７⽇㈯ １３⽇㈮ １４⽇㈯ ２０⽇㈮ ２１⽇㈯ ２７⽇㈮ ２８⽇㈯  

     ●実施時間︓  １⽇２  便 ※同時出発 
       集合時間︓午後５時００分（実施時間︓午後５時１０分〜） 
     ●定  員︓２０名／便 
     ●料  ⾦︓５，５００円／名 ※３歳以上有料  
            ※ホテル宿泊者対象のツアーです 
     ●集合場所︓パーク内⼤型バス⽤駐⾞場 
     ●予約⽅法︓  指定の各ホテルのフロント及び電話にて受付 

     ※指定のホテル宿泊者様が対象のツアーです。（ホテルにて当⽇の午後３時３０分まで受付） 
       ※空きがある場合、当⽇開園〜午後３時３０分までケニア号乗場チケットカウンターにて販売します。 

                                      （パークでの販売料⾦︓６，００  ０円／名） 
     ●予約開始⽇ ︓１２⽉５⽇（⽉）午後０時００分 予定 
     ●対象ホテル︓「I  NFINITO HOTEL＆SPA南紀⽩浜」「エクシブ⽩浜アネックス」 
             「SHIRAHAMA KEY TERRACE HOTEL SEAMORE」「⽩良荘グランドホテル」 
           「南紀⽩浜マリオットホテル」「浜千⿃の湯 海⾈」「フェアフィールド･バイ･マリオット･和歌⼭すさみ」 

                                                       (五⼗⾳順） 

 【  ホテル宿泊者対象】冬のナイトサファリツアー タイアップホテルについて   （五⼗⾳順）                   
  ■INFINITO HOTEL＆SPA南紀⽩浜（和歌⼭県⽩浜町、⽀配⼈︓佐藤 智之 様）URL︓  https://hotel-infinito.co.jp/ 
   所在地︓〒６４９－２２１１ 和歌⼭県⻄牟婁郡⽩浜町２０１８ 
   TEL︓０７３９－４２－２７３３ 

  ■エクシブ⽩浜アネックス（和歌⼭県⽩浜町、⽀配⼈︓  川瀬 正⼠  様）URL︓  https://xiv.jp/shira/ 
   所在地︓〒６４９－２３３４ 和歌⼭県⻄牟婁郡⽩浜町才野字⻄⼭１６７０ー７６ 
   TEL︓０７３９－４３－０１０１ 

  ■SHIRAHAMA KEY TERRACE HOTEL SEAMORE（和歌⼭県⽩浜町、総⽀配⼈︓中峯 宏 様）URL︓  https://www.keyterrace.co.jp/ 
   所在地︓〒６４９－２２１１ 和歌⼭県⻄牟婁郡⽩浜町１８２１ 
   Tel︓０７３９－４３－１０００ 

  ■⽩良荘グランドホテル（和歌⼭県⽩浜町、⽀配⼈︓⻄⽥ 訓 様）  URL︓  https://shiraraso.co.jp/ 
     所在地︓〒６４９－２２１１ 和歌⼭県⻄牟婁郡⽩浜町８６８ 
   TEL︓０７３９  －  ４３  －  ０１００                            

  ■南紀⽩浜マリオットホテル（和歌⼭県⽩浜町、総⽀配⼈︓⽊村 規⼦ 様）URL︓  https://www.shirahama-marriott.com/ 
   所在地︓〒６４９－２２１１  和歌⼭県⻄牟婁郡⽩浜町２４２８ 
   TEL︓０７３９－４３－２６００ 

 ■浜千⿃の湯 海⾈（和歌⼭県⽩浜町、⽀配⼈︓⼩島 雄介 様）  URL︓  https://www.hotespa.net/hotels/kaisyu/ 
     所在地︓〒６４９－２２１１ 和歌⼭県⻄牟婁郡⽩浜町１６９８－１ 
   TEL︓０７３９－８２－２２２０ 

 ■フェアフィールド･バイ･マリオット･和歌⼭すさみ（和歌⼭県すさみ町、プロジェクト統括部⻑︓⽥⼝ 雅博 様） 
     URL︓  https://fairfield-michinoeki-japan.com/ja/events 

 所在地︓〒６４９－３１４２ 和歌⼭県⻄牟婁郡すさみ町江住字ハダ６７２ー１ 
 TEL︓０７３９－３４－２１０５ 

 お問い合せは、アドベンチャーワールド経営企画室 広報課までご連絡ください。 

 （TEL︓0739-43-3365   Email︓  pub-iqtkcg@aws-s.com  ） 
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 【アドベンチャーワールド「SDGs宣⾔・パークポリシー」】  https://www.aws-s.com/parktheme-sdgs/ 
  アドベンチャーワールドは、「こころにスマイル 未来創造パーク」として、すべての⽣命にSmile（しあわせ）が 
  溢れる豊かな未来の地球の姿をパークで体現します。パークという”⼩さな地球”を通して、関わるすべての⼈の 
  ⼈⽣が豊かになるように、動物たちの⽣命がずっとつながっていくように、⾃然や資源が循環し再⽣するように、 
  未来のSmileを創り続けていきます。 

 【SDGsについて】 
  SDGsとは「持続可能な開発⽬標（Sustainable Development Goals）」 
  のことです。社会が抱える問題を解決し、世界全体で２０３０年をめざし 
  て明るい未来を作るための１７のゴールと１６９のターゲットで構成され 
  ています。２０１５年９⽉、ニューヨーク国連本部において１９３の加盟 
  国の全会⼀致で採択された国際⽬標です。 

 お問い合せは、アドベンチャーワールド経営企画室 広報課までご連絡ください。 

 （TEL︓0739-43-3365   Email︓  pub-iqtkcg@aws-s.com  ） 
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    温暖な紀伊半島の和歌⼭県⽩浜町にある陸、海、空の１４０種 １,４００頭の動物が暮らす「こころにスマイル 
   未来創造パーク」をテーマに掲げたテーマパークです。⼈間（ひと）、動物、⾃然を通して、 パークを訪れる⼀⼈ 
   ひとりが、前向きになるきっかけを創り、⼈⽣の未来へプラスの影響をもたらす存在でありたいと考えています。 
   そして、笑顔あふれる明るい豊かな社会の実現に寄与し、いつまでも必要とされるパークを⽬指しています。 
   また、ジャイアントパンダをはじめ、希少動物の繁殖に成功し、保護研究活動に努めています。 

 ■所在地 ︓和歌⼭県⽩浜町           ■公式HP     ︓  https://www.aws-s.com/    
 ■⾯積    ︓８０万平⽅メートル       ■Twitter         ︓  https://twitter.com/aws_official 

 ■オープン︓１９７８年４⽉２２⽇     ■Facebook    ︓  https://www.facebook.com/adventureworld.official 

   ■運営会社︓株式会社アワーズ          ■Instagram ︓  https://www.instagram.com/adventureworld_official/ 

 ■YouTube   ︓  https://www.youtube.com/c/adventureworld_official 

                      ■TikTok       ︓  https://www.tiktok.com/@adventureworldofficial 

 お問い合せは、アドベンチャーワールド経営企画室 広報課までご連絡ください。 

 （TEL︓0739-43-3365   Email︓  pub-iqtkcg@aws-s.com  ） 
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