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ハウステンボス（所在地：長崎県佐世保市）は、人気コンテンツの場外イベント「SHIBUYA VR 

LAND」と「お台場ウォーターパーク byハウステンボス」を東京で初めて展開いたします。 

日本最大の VR テーマパークを目指すハウステンボスでは、今年 3 月に VR コンテンツが集結し

た「VRの館」が誕生。東京でも長崎の人気コンテンツを体感いただこうと、選りすぐりの 5 種を

お楽しみいただける「SHIBUYA VR LAND」が 6月 17日（土）にプレオープン致します。H.I.S.    

店舗に併設した立地により旅行商品へ直結した効果も期待され、ハウステンボスの魅力を世界で

体感いただく機会を創出してまいります。 

そして、ハウステンボスの夏のメインコンテンツ「水の王国」が東京お台場に出現。多様な  

スライダーやプールが登場し、お子様から大人まで幅広い年代にお楽しみいただける夏限定 

「お台場ウォーターパーク byハウステンボス」を 7 月 15 日（土）から 8 月 31日（木）まで開

催いたします。ウォーターパークは昨年より大阪城でも展開し、今年はお台場・大阪城・長崎の

3 か所で同時開催。本イベントを通じて、市場規模の大きい都市部でもビジネスを拡大するとと

もに、ハウステンボスの魅力を広く発信することで、さらなる進化をめざします。 

NEWS RELEASE 
広報－09 

平成 29 年 6 月 7 日 

ハウステンボス 

今夏、人気コンテンツの大都市展開を本格化 

 「SHIBUYA VR LAND」＆「お台場ウォーターパーク」 

事業展開のご案内 

6/17 プレオープン 

6/24 グランドオープン 

7/15 オープン 
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ＳＨＩＢＵＹＡ ＶＲ ＬＡＮＤ   by HUIS TEN BOSCH 
2017 年 6月 17 日(土）プレオープン／6月 24日（土）グランドオープン 

 

日本最大のＶＲアトラクション数を誇るハウステンボスから人気コンテンツを集結。 

ＶＲとＭＸ4Ｄ©で地球を飛び出す大ジャンプを体感する「ウルトラ逆バンジー」をはじめ、5 種を

ご用意しています。各メーカーの特色あるＶＲデバイスを一度に体験し、渋谷で現実逃避してみま

せんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【営業時間】 11 時～21時 ※渋谷 MODI の営業時間に準ずる  

【場 所】 渋谷 MODI B1F（H.I.S.渋谷本店隣接）  

    東京都渋谷区神南 1丁目21-3  

【料 金】 2,200 円 （税込） 

【体験時間】 お一人様あたり60分 （全 5種を体験いただけます） 

【対象年齢】 8歳以上推奨（13歳未満は保護者の同意が必要）一部 13歳以上対象あり  

恋愛シミュレーション 

＜迫りくる愛のささやき＞ 
 

世の中の乙女・乙メンに 

捧げる胸キュン VR。 

イケメンや女子高生から 

壁ドンされて胸キュン！ 

男性向けの壁ドンも！？  

 

 

 

 

その体験は宇宙規模！ 

＜ウルトラ逆バンジー＞  

 

都会のど真ん中にそびえ立つ 

謎の鉄塔に設置された巨大な 

逆バンジー。空想のような 

超体験を美麗フル CG による 

VR360 度映像＋劇場用 4D 

シート MX4D©による没入で 

ライドアトラクションとして実現。 

 

 

360°全方位から迫る敵を撃て！ 

＜BLAST×BRAST＞ 

 

VR ヘッドマウントディスプレイを装

着し、自分のスタイルに合わせた

武器を手に取って迫りくる敵を駆

遂せよ！ 

 

体を動かすＶＲ音楽アトラクション 

＜エアトーン＞ 

 

両手にコントローラーを装着し、リ

ズムに合わせて流れてくるノーツを

狙おう。 

 

 

実在心霊スポットを散策 

＜VR 心霊百物語＞ 

 

一度くらいは「心霊スポット」を探

検してみたい。最新の VR 技術を

用いた心霊スポット恐怖探検アト

ラクション。 
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大人も子どもも、女性も男性も楽しめる新感覚スライダー。約 100ｍを一直線に滑りぬけるスリ

ルをこの夏味わおう！ゆるやかな傾斜の長いスライダーは、自撮り棒を使って写真撮影も OK！ 

 

※利用制限あり  

小学生未満は保護者の同伴が必要 

※浮き輪は 1人用のみとなります。 

※浮き輪は有料レンタルです。1回 200 円／終日 500 円  

 

  

  

 

ド迫力！！急降下＆急上昇！  

まるでジェットコースターのような急降下後、 

カーブしながら急上昇新感覚のスライダーが新登場！ 

 ※対象：高校生以上  

 

 

ジャンピングスライダー 

咋年から好評の、高さ約 10ｍの巨大ふわふわすべり台。 

滑り降りるスリルと、降りた後に跳ね上がるスリル、 

二度おいしい！ 

 

 

  

 

 

広々と遊べるふわふわ大プールが 2つ！ 

水深 100 ㎝と 60㎝があるので、大人も小さなお子様も 

安心してお楽しみいただけます。 

ほかにもお子さまも楽しく安全に遊べるスライダーも！ 

 

※水深 100cm プールは一部利用制限あり 

 

 

 みどころ① ウォーターロングスライダー 

 みどころ② ブーメランスライダー 

 みどころ③ 直径 20ｍの大プール 
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18 時からは“大人の水遊び”日焼けを気にせず遊ぼう！ 

約 5万個以上のボールに最新のプロジェクションマッピング 

を投影したり、イルミネーションが輝くとフォトジェニック 

な雰囲気に。 

ちょっとオトナの、幻想的なプールに大変身します。 

【時間】18時～21時 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お台場ウォーターパークｂｙハウステンボス 概要 
7 月 15 日（土）～8月 31日（木） 

 

ハウステンボスで夏季メインコンテンツを誇る「水の王国」。年々進化するアトラクションスライ

ダーの数々と、昼と夜で一変する幻想的なナイトプールまで、昼も夜も魅力的なウォーターパーク。

都会での非日常を演出します。 

【時間】 昼の部：10時～17時  夜の部：18時～21時  

【場所】 お台場 青海周辺エリア（約 8,250 ㎡） 

（最寄駅：ゆりかもめ/台場駅 りんかい線/東京テレポート駅）  

【種類】 10 コンテンツ 
・プール 4種（巨大プール 2つ、幼児プール１つ、VIPプール１つ） 

     ・水上アスレチック 

     ・スライダー5種 

【料金】 大人：2,500 円（高校生以上）／子ども：2,000 円（3歳以上）  

     ※昼は土・日・祝日、夜は金・土・祝前日はプラス 200 円  

       ※特定日はプラス 300円（昼：8／11～15、夜：8／11～14）  

       ※8/8 夜はフルムーンパーティー 5,000 円  

 みどころ④ ナイトプール  

8/8 限定  フルムーンパーティー開催！ 

イビザ島のような本格的なビーチパーティが 1夜限りで登場。 

イベントも！有名ＤＪが登場し、ボティペイントも楽しめる。日本代表ダブルタッチチームの 

光る縄跳び演出や光るフラフープダンサーなどのパフォーマンスでビーチパーティ気分を満喫。 

入場者にはＴシャツをプレゼント！ 
【料金】前売り 4,500 円（当日 5,000 円） 
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【料金一覧】※税込 

 

 

大人 

（高校生以上） 

子ども 

（3 歳〜中学生） 

昼：月～金 

夜：日～木 

（特定日・8/8 夜を除く） 

前売 2,300 円  【当日：2,500 円】 

3 人グループ券：6,600 円 

5 人グループ券：10,500 円 

前売 1,800 円  【当日：2,000 円】 

3 人グループ券：5,100 円 

5 人グループ券：8,000 円 

昼：土、日、祝日 

夜：金、土、祝前日 

（特定日除く） 

前売 2,500 円  【当日：2,700 円】 

3 人グループ券：7,200 円 

5 人グループ券：11,500 円 

前売 2,000 円  【当日：2,200 円】 

3 人グループ券：5,700 円 

5 人グループ券：9,000 円 

8/8 夜 

フルムーンパーティー 

（大人単独チケット限定） 

前売 4,500 円 

【当日：5,000 円】 
― 

（特定日） 

昼：8/11～8/15 

夜：8/11～8/14 

前売 2,600 円  【当日：2,800 円】 

3 人グループ券：7,500 円 

5 人グループ券：12,000 円 

前売 2,100 円  【当日：2,300 円】 

3 人グループ券：6,000 円 

5 人グループ券：9,500 円 

※グループ券は前売り限定販売となります。 

 

【ホームページ】http://www.owp.jp/odaiba/ 

 

 

 

 

 

公式 HP：https://www.huistenbosch.co.jp/ 

【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 

【ニュースリリースのお問い合わせ先】 

ハウステンボス株式会社 経営企画室 高田・中野・牟田 tel 0956-27-0138 


