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新規 17 コンテンツ！
コンテンツ！総数 24 のバーチャル・リアルティが勢
のバーチャル・リアルティ 勢ぞろい！

日本最大 VR テーマパーク誕生！
日本最大の
テーマパーク
！
MX4D 連動の
の体感逆バンジー
バンジー、相手
相手を選べるエア
べるエア壁ドン
ドン、世界を
を旅するメリーゴーランドなど
するメリーゴーランドなど
プレオープン
プレオープン：2017
年 3 月 4 日(土)、グランドオープン
日
グランドオープン
グランドオープン：3
月 18 日(土
土)
ハウステンボスでは 2017 年 3 月 4 日（土）に、最新 VR（ヴァーチャル・リ
（ヴァーチャル・リアリティ）コンテンツが集結した新施設「
アリティ）コンテンツが集結した新施設「
アリティ）コンテンツが集結した新施設「VR
の
館」や、心霊スポットを VR で歩く「VR
で歩く「
心霊百物～廃病院～」、
心霊百物～廃病院～」、VR
とメリーゴーランドが融合した世界初の新感覚アトラク
とメリーゴーランドが融合した世界初の新感覚アトラク
ション「DRAGON WORLD TOUR」など、新
ション「DRAGON
TOUR
新 VR アトラクション施設が場内各所に同時プレオープンします。
新施設で体験できるのは、360 度全方位から迫る敵を撃退するシューティングや、イケメン男子や女子高生からの壁ド
新施設で体験できるのは、
ン、都会のど真ん中にそびえたつ鉄塔から宇宙へ飛び出す逆バンジーなど、計 17 コンテンツ
コンテンツ。
春休みはハウステンボスで、仮想空間でしか味わうことのできない驚きと感動を体験してみてはいかがでしょうか。

日本一のコンテンツ数！ハウステンボスで
日本一のコンテンツ数！ハウステンボス 24 の VR を体感！

Q： VR（バーチャル・リアリティ）ってなに？
VR（バーチャル・リアリティ）ってなに？
A： コンピュータによって仮想空間を作り出す技術のこと。ゴーグル型ヘッドマウントディスプレイを用いたものが一般的
コンピュータによって仮想空間を作り出す技術のこと。ゴーグル型ヘッドマウントディスプレイを用いたものが一般的です
ヘッドマウントディスプレイを用いたものが一般的です。
Q： ハウステンボスには全部でいくつの VR コンテンツがあるの？
A： 2/8 現在、ハウステンボスで体験できる VR は「ザ・ヴァーチャル」「VR
は「ザ・ヴァーチャル」「 ホラーハウス」「サモナーバトル」など 6 施設・8 コンテ
ンツ。
ンツ。3/4
からは、これに「
からは、これに「VR
の館」「
の館」「VR
心霊百物～廃病院～ DRAGON WORLD TOUR」の
心霊百物～廃病院～」「DRAGON
TOUR
3 施設・17 コンテンツが加わり、
ハウステンボス全体で 8 施設・24
施設・ コンテンツ（※）が楽しめるようになります。（※旧「ナイトメア・ラボ」が
（※旧「ナイトメア・ラボ」が「VR 心霊百物語」へリニューアル）
Q： どんなヘッドマウントディスプレイやギミックを使っているの
どんなヘッドマウントディスプレイやギミックを使っているの？
やギミックを使っているの
A： 「オキュラス cv1」「HTCVive
cv1 HTCVive」「FOVE」「IDEALENS
IDEALENS」といった新作が加わり、計
」といった新作が加わり、計 11 種類のヘッドマウントディスプレイを使用。
「MX4D
MX4D」「SIMVR（シンバ）」といったギミックチェアも活用し、よりリアルで迫力のある体験をお楽しみいただけます。
（シンバ）」といったギミックチェアも活用し、よりリアルで迫力のある体験をお楽しみいただけます。
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MX4D×VR の迫力 「ウルトラ逆バンジー」

新感覚・壁ドン VR 「迫りくる愛のささやき」

場所：VR の館

場所：VR の館

定員：8 名/回

定員：8 名/回

時間：約 3 分

時間：約 2 分

料金：200 円

料金：200 円

（VR の館入館はパスポート対象）

（VR の館入館はパスポート対象）

座席が映像とリンクする体感型ギミックチェア・劇場型

世の中の乙女・乙メンに捧げる胸キュン VR！シチュエーショ

「MX4D」と VR が融合した大迫力の VR。都会のど真ん中に

ンはイケメンに壁ドンされる「水族館編」「大学編」と、女の子

設置された巨大な鉄塔から、空へ、宇宙へ飛び出そう！

に壁ドンされる「女子高生編」の 3 つからチョイス！

近未来シューティング 「BLAST×BLAST」

4 人同時対戦 VR 「ブロックブレイカー」

場所：VR の館

場所：VR の館

定員：8 名/回

定員：8 名/回

時間：約 5 分

時間：約 5 分

料金：200 円

料金：200 円

（VR の館入館はパスポート対象）

（VR の館入館はパスポート対象）

360°全方位から迫りくる敵を撃て！VR シミュレーター

交互にプレイして相手のターンで崩れるようにうまく狙ってブ

「SIMVR（シンバ）」の多彩な揺れや振動、銃型のコントロー

ロックを消していく、仮想世界ならではの建物サイズの超巨

ラーなど、リアルさを追求した新次元の没入感を体感せよ。

大なブロックが崩れ落ちる。 4 人同時対戦プレイも可能。

実在心霊スポット散策 「VR 心霊百物語～廃病院～」

世界を巡るメリーゴーランド「DRAGON WORLD TOUR」

場所：スリラーシティ

場所：アムステルダムシティ

定員：8 名/部屋

定員：30 名/回

時間：約 10 分

時間：約 2 分

料金：パスポート対象

料金：パスポート対象

ある廃病院を取材した TV スタッフが行方不明となった。残さ

メリーゴーランドに乗りながら 2 分間の世界旅行へ。ドラゴン

れたカメラには、何が映っていたのか…。心霊スポットと噂

に導かれ、富士山やカナダの大自然、砂漠や流氷、マンハ

される実在の廃病院で撮影された映像を VR で体験。

ッタンの高層ビル群など世界中を飛び回る。

その他にも「VR の館」では、視線だけで直感的な操作が可能な視線追跡技術を駆使した VR シューティング「ProjectFalcon（プ
ロジェクト・ファルコン）」や、ジェスチャー操作で迫りくるゾンビの群れを撃退し生き延びる「BotsNew OF THE DEAD」、映画の世
界観を再現し警察官側/ロボット側を選べるシューティングゲーム「ターミネーター２ -judgment Day 3D」、仮想空間内で自分だ
けのプラネタリウムシアターを楽しめる「ボッツニュープラネタリウム」など、様々な VR コンテンツをお楽しみいただけます。
（※「ウルトラ逆バンジー」「迫りくる愛のささやき」「BLAST×BLAST」「ブロックブレイカー」以外はすべて無料で体験可能です）

※年齢制限：VR アトラクションすべて 13 歳以上推奨。8 歳以上 12 歳以下は保護者の同意が必要です。
※VR コンテンツの体験には「ニンジャマスク（VR 体験用汚れ防止マスク）」（各施設で販売・持ち込み可）が必要です。
【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】 ハウステンボス宣伝課（蓑津・富田・渡瀬） tel 0956（27）0180
ハウステンボス PR 事務局<株式会社エードット内>（金・奥村・水上） tel 03(3461)0985
◆twitter&facebook 更新中♪ぜひご登録ください◆ http://www.huistenbosch.co.jp
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