2014 年 6 月 25 日

ハウステンボスＰＲリリース－06

～2014夏のハウステンボスは、新しい体験と感動の夏スポットが満載～

３つの王国が誕生！
「ゲームの王国」 「夏の光の王国」 「水と冒険の王国」
（７/５sat～常設）

（７/５sat～９/１２fri）

（７/１２s
１２ at～）

期間:２０１４年７月５日(土)～９月１日（月）
ハウステンボスでは、夏休みの旅行やレジャーにぴったりな家族みんなで楽しめる“3つの王国”を、
2014年7月5日（土）から開催します。
初開催の注目企画としてこの夏誕生する『ゲームの王国』は、7月5日（土）より本格始動！日本を代表
する複数のゲーム会社の協力のもと、アタマとカラダをフルに使った子どもも大人も大興奮のアトラクショ
ンが続々登場します。また、“日本夜景遺産”にも認定された「夏の光の王国」も同日スタート！夏の夜だ
けの幻想的な風景として、ひまわり畑のライトアップ等を行います。
さらに、7月12日（土）には、夏の暑さを忘れて涼しく遊べる『水と冒険の王国』がスタート！昨年大好評
だった巨大ウォータースライダー（高さ最大8メートル）や、直径20m の大プール（3か所に増設）などがパ
ワーアップして登場する他、誕生以来こちらも大人気のアドベンチャーパークには「夏のふわふわランド」
も登場します！
期間中は、花火大会や夏祭りなど他にもたくさんのイベントが開催予定です。アクティブに、ロマンティ
ックに、大人も子供も時間を忘れて1日を過ごすことができる夏休みのハウステンボスもご期待ください。

３大ゲームスペシャルに注目！
2014夏の王国・その１

｜ゲームの王国

［期間］ 2014年7月5日（土）～常設
［会場］ アトラクションタウン、アドベンチャーパーク、他場内全域
ゲームで熱くなるのに大人も子どもも関係ない！誰もが夢中になれるゲームの世界がハウステンボスに！
アタマとカラダをフルに使って大興奮できるアトラクションが続々デビューします。

スペシャル

１
幅 53m×高さ 11m
3Ｄプロジェクションマッピング
太鼓の達人

【場所】アトラクションタウン「Kirara」側面
【時間】日没～閉園
【料金】パスポート対象
（2 回目以降 1 回 500 円）
子どもから大人まで、みんなで楽しめる国民的大人気ゲームと壁一面を使った 3Ｄプロジェクションマッピングが融合！
巨大画面ならではの迫力と、演奏のたびに変わるマッピングの楽しさはプレイヤ－だけでなく見る人にとってもわくわくの体験になるはず。
ハウステンボスオリジナルバージョンで登場するキャラクターも見逃せない。
©BANDAI NAMCO Games lnc.

スペシャル

２
日本初
日本初

ハウステンボス ゲームミュージアム

国内のゲーム会社１０社以上が結集！デジタルゲームの過去から現在・
未来までを体験できる日本初のゲームのミュージアム。
約 1000 ㎡の施設内の 6 つのエリアに約 100 台のデジタルゲームを設置。
ゲームの世界に飛び込んで体験できる「キャラクタースタジオ」をはじめ、最
先端技術を使った未来のゲームが試遊できる「ゲームフューチャー」や「懐
かしのゲームセンター」など見どころ満載。
【場所】フリーゾーン ハーバータウン内
【料金】入館無料（館内有料施設あり）
■
■
■
■
■
■

キャラクタースタジオ
ゲームフューチャー
UFO ゲーム喫茶＆懐かしのゲームセンター
ゲーム機ヒストリー
ゲームツリー
ゲームショップ

スペシャル

３

7/5（土）オープン

お絵かき水族館

描いた絵が壁一面の巨大な水族館で泳ぎだすデジタル水族館。
みんなが描いた魚が集まったり群れをつくったりえさを食べたりする様子
をお楽しみください。
巨大スクリーン
【場所】アトラクションタウン「Kirara」内
横約 13m
【料金】パスポート対象（2 回目以降 1 回 500 円）
×
【企画】チームラボ株式会社
縦約 5m

まだまだある！ゲームの数々！

恐竜の森

期間限定

専用デバイスを持って森を駆け回り、超難解のミッションクリアをめざす、ミッション遂行型タイムトライ
アルゲーム。制限時間内に恐竜のＤＮＡを探し出して脱出できる確率はなんと 1％!今年 5 月の登
場以来、繰り返しチャレンジする人も続出中のアトラクション。
【場所】アドベンチャーパーク 【料金】500 円/1 回
大好評開催中

ゴーゴースナイパーゲーム
本物さながらの超リアルなエアガンで本格射撃体験。
初心者の方は気軽に、エアガンファンは熱く遊べます。
【場所】ハーバータウン
【料金】200 円～

大好評開催中

アミューズメントカジノ

7/5（土）オープン モンスターレーダー
アプリをダウンロードすると、あなたのスマホが高性能
レーダーに。場内に隠された石版をレーダーで探し、
9 種類のモンスターを集めてボスと戦うゲーム。
【受付】ウェルカムゲート「テディベアキングダム」入口
【料金】パスポート対象、または 300 円～
【監修】Premium Agency Inc.

美しい街並の一角に大人の社交場が登場。ルーレットや
ミニバカラ等が並ぶ本格的な雰囲気はまさに海外気分！
【場所】アムステルダムシティ「パサージュ」
【料金】500 円
【営業日】7/5～は毎日
【時間】13:30～15:00、19:30～21:00

7/5（土）オープン

レンジャーブートキャンプ
ASOBIBA in ハウステンボス
7/5（土）スタート

ハウステンボスカードコレクションズ
入場やレストランでの食事、ショッピング、ゲーム
アトラクションでの高得点取得など、楽しみなが
らもらえるカードを集めて景品をゲット。
【場所】ハウステンボス場内全域

日本初！親子で楽しむサバイバルゲーム。
スポンジ銃を用いる安全性の高いトイガン
を使って白熱のバトル！
【場所】アトラクションタウン「Kirara」内
【料金】パスポート対象（2 回目以降 1 回 500 円）

※7 歳以下のお客様は不可。
※小学生以下のお客様は保護者の同伴必要。

2014夏の王国・その2

｜夏の光の王国
夜景日本一！

［期間］ 2014年7月5日（土）～9月12日（金）
［会場］ バスチオン、アートガーデン、パレス ハウステンボス等
夏の夜の幻想的なイルミネーション＆ライトアップ。ひまわりのライトアップなど新スポットも登場！
イルミネーションショーも行われ、冬とは異なる華やかな光をお楽しみいただけます。

バスチオンのひまわり畑
■夜景日本一"認定
夜景日本一 認定"
認定
夏を象徴する花「ひまわり」をライトアッ
プします。昼とは異なる表情をお楽しみ
ください。
【場所】バスチオン
【期間】7 月中旬～下旬

世界新三大夜景 を決定する全国
4,000 人の夜景鑑賞士による全国
イルミネーションランキングで、総合
エンターテインメント部門 1 位獲得。
（2013 年 11 月発表）

昨年大好評の「水の王国」がさらにパワーアップ
2014夏の王国・その３

｜水と冒険の王国

［期間］ 2014年7月12日（土）～9月1日（月）
［会場］ アートガーデン、アドベンチャーパーク
昨年大好評の「水の王国」がさらにパワーアップ！人気の「アドベンチャーパーク」や「ゲームの王国」とあわせて、この夏のハウステ
ンボスは大人も子どももワクワクできる「水と冒険の王国」として盛り上がります。

水の王国
直径 20m の大プールを 3 つに増設！高さ最大 8m の
ウォータースライダーは 8 台、ドッカーン火山やウォーターガン、
パワーパドラーなど水のアトラクションが充実。大人もゆっくり
休めるくつろぎのエリアも新設。
【場所】アートガーデン 【協賛】株式会社エポスカード

■水の王国 SPA＆リゾートプール■
リゾート感満載の大人向け屋内プールが登場。
【場所】フォレストヴィラ「ウェルネスセンター」内
【料金】パスポート提示の場合一律：平日 600 円、土日祝・お盆 1,000 円
通常：平日大人（中学生以上）1,700 円、（4 歳～小学生）1,200 円
土日祝・お盆大人 2,000 円、（4 歳～小学生）1,700 円

※ホテルヨーロッパ、ホテルアムステルダム
ローラアシュレイルームの宿泊者は無料

アドベンチャーパーク

■ 夏のふわふわランド■

アドベンチャーパーク限定のお得な期間限定チケット「アドベ
ンチャーパス」が新登場。
【期間】7/18（金）～9/15（祝）
【料金】大人 18 歳以上 2,500 円、65 歳以上 2,200 円、
中高生 2,200 円、4 歳～小学生 2,000 円

7 月 18 日～
大きな屋根付きで夏のふわふわランドがオープン！
○巨大テントの日陰で涼しく遊べる！
○10ｍのエアトランポリン新登場！
○ぬれずに遊べるパドラー新登場！

【お客様のお問合せ先】
ハウステンボス総合案内（ナビダイヤル） tel 0570（064）110
【取材等のお問合せ先①】 ハウステンボスＰＲ担当 松田・井上（所属：ｷﾅｯｸｽ） tel092（762）4141
【取材等のお問合せ先②】 ハウステンボス経営企画室（高田・中野）／宣伝課（蓑津） tel 0956（27）0180
http://www.huistenbosch.co.jp ◆
twitter &
facebook 更新中♪ぜひご登録ください◆

