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　「アントマン＆ワスプ：ナノ・バトル！」
は、トゥモローランドにある「アイアン
マン・エクスペリエンス」の隣に設置。
ウォルト・ディズニー・イマジニアリン
グ社とマーベル・スタジオ社との緊密な
コラボレーションによって作り上げられ
た。アイアンマンはスタークタワーでの
ヒドラのボットとの戦いのため、シール
ド科学技術パビリオンでの戦いにまで手

がまわらないため、アントマンとワスプ
に応援を要請。しかし、この二人だけで
は敵である何千ものスウォームボットに
対応できないため、ゲストがシールドの
最新戦闘マシン「ザ・ダガー」に乗り込
み、EMPブラスターで敵を倒すというス
トーリー設定だ。
　シールド内にあるターゲットは150種
類。ゲストはゲームのレベルを選ぶこと
ができ、倒したターゲットの数とター
ゲットの大きさによってスコアが決ま
る。その射撃回数と正確性は「ザ・ダ
ガー」に記録され、マシンのディスプレ
イに表示。ゲスト同士で敵を倒しながら
スコアを競うことができるようになって
いる。
　「ザ・ダガー」に乗り込む前には、マー
ベル映画、テレビドラマ、コミックでお馴
染みの軍事技術や武器が展示され、ディ
ズニーランドのアトラクションらしくゲ
ストの気分を効果的に盛り上げる。その
なかには香港ディズニーランドでしか見
ることができないものもある。

香港ディズニーランド・リゾート HONG KONG DISNEYLAND RESORT

香港ディズニーランド・リゾートは３月31日、最新技術を駆使した新しいアトラク
ション「アントマン＆ワスプ：ナノ・バトル！」をオープンした。これは、2018年
に公開されたマーベル映画『アントマン＆ワスプ』をテーマにしたライド系シュー
ティングアトラクションで、同じくマーベル映画をテーマとしたアトラクション 

「アイアンマン・エクスペリエンス」の続編となるもの。香港ディズニーランドは、
アジアのマーベルの拠点として位置づけられており、「アントマン＆ワスプ：ナノ・
バトル！」に続く第３弾のマーベルアトラクションも開発中だ。

「アントマン&ワスプ：ナノ・バトル！」が新登場
興奮のライド系シューティングアトラクション

　香港ディズニーランド・リゾートのモバイルアプリをダウ
ンロードすれば、チケットを購入できるほか、パークの最新情
報からエンターテイメントのスケジュールまで簡単にチェッ
クすることができる。さらに、各アトラクションの待ち時間
がわかる「Wait Times」という便利な機能も搭載。GPS対
応のマップを見ながらパークをまわり、ワンタップコールで
パーク内のレストランを予約することも可能だ。

　３月31日のオープンに先駆けて行わ
れたオープニングセレモニーには、マー
ベル・スタジオ社長のケヴィン・ファイ
ギ氏とマーベル・エンターテインメント
社チーフ・クリエイティブ・オフィサー
のジョー・カザーダ氏も駆けつけた。
　ファイギ氏は、「アントマン＆ワスプ：
ナノ・バトル！」がスクリーンを飛び出し
て香港ディズニーランドのアトラクショ
ンになるのはとてもエキサイティング。
映画のスクリーンでは成し得なかったや
り方でファンの皆様を楽しませることが
できる」とコメント。
　また、カザーダ氏は「マーベルは、コ
ミックから映画まで世界中のファンを魅
了してきた。「アントマン&ワスプ：ナ
ノ・バトル！」は驚きのマーベルアドベ
ンチャー。サイズダウンしてゲストとこ
の体験を共有するのがとても楽しみ」と
話し、香港ディズニーランドの進化に期
待感を示した。

　さらに、レスリー・ラム役のヘスター
氏は「香港出身アーティストとして、香
港ディズニーランドの発展に関わってい
けること、さらに、そのアトラクション
内に香港出身のマーベルキャラクターが
含まれているというのはとてもうれしい
こと」とコメント。「アントマン&ワス
プ：ナノ・バトル！」では、マーベルの
アジア拠点としての香港ディズニーラン
ドらしさにもこだわりを見せている。

マーベルワールドがさらに広がる香港ディズニーランド

　「アントマン＆ワスプ：ナノ・バト
ル！」のオープンに合わせて、「パビ
リオンギフト」ショップでは、アント
マン、ワスプ、シールドなど約40種類
のオリジナルグッズを販売。また、「ス
ターライナー・ダイナー」レストランで
は、アントマンとワスプをモチーフに
した新メニューも登場した。さらに、
新アトラクションを記念して、パーク

関連アイテムやフードメニューも合わせて登場
チケットのデザインも『アントマン＆
ワスプ』に変更されている。
　さらに、香港ディズニーランドでお
馴染みのエッグハントでは、アイアン
マン、アントマン、スパイダーマン、
ブラックパンサーなど、マーベルキャ
ラクターのエッグに加えて、新たにワ
スプやキャプテン・マーベルのキャラ
クターエッグも登場した。

　「アントマン＆ワスプ：ナノ・バトル！」
では革新的なテクノロジーを活用し、誰
もがアリのサイズに縮小するという奇想
天外なストーリーに映画的なアプローチ
を取り入れられ、映画アントマンシリー
ズの作曲を担当したクリストフ・ベック
氏によるオリジナル曲と、ビジュアル効
果やサウンド効果で新たな次元の体験を
演出している。
　このアトラクションでそれぞれの役柄
を演じるため豪華俳優陣も集まった。ペ
イトン・リード監督と彼の制作チームが
フルサポートし、アントマン役にはポー
ル・ラッド氏、ワスプ役にはエヴァンジェ
リン・リリー氏。さらに、このアトラク
ションのために香港のマーベルキャラク
ターとしてレスリー・ラムが新たにつく

られ、香港の有名女優ジェシカ・ヘスター
氏がその役を演じる。アトラクションの
なかで、彼女はゲストにEMPブラスター
の使用法を教えるほか、戦闘の重要な情
報を教えてくれる。

革新的なテクノロジーで新たな次元の体験を

最新マシンに乗り込み、仲間と一緒に敵を狙い撃ち

マーベルの拠点として進化する香港ディズニーランド・リゾート

モバイルアプリで
最新情報を入手

香港ディズニーランド・リゾート HONG KONG DISNEYLAND RESORT

　香港ディズニーランド・リゾートでは
今年６月26日から９月１日まで「トイ・
ストーリー &ピクサーパルズ：サマー・ス
プラッシュ」が開催される。今夏公開さ
れる映画『トイ・ストーリー４』のキャ
ラクターやディズニー／ピクサーのキャ
ラクターが登場。とびっきり楽しい夏の
思い出を一緒につくってくれる。
　メインストリートUSAでは「ピクサー・
ウォーター・プレイ・ストリート・パー
ティー！」がパワーアップ。今夏は新たに

トイ・ストーリーやニモをモチーフにし
た２つのフロートが加わり、水しぶきや
ミストをゲストに掛けながら行進する。
　今年７月に全国公開される『トイ・ス
トーリー４』からは、ボー・ピープや新
キャラクターのフォーキーも登場。その
ほか、『Mr.インクレディブル』からはミ
スター・インクレディブルとミセス・イ
ンクレディブル、『インサイド・ヘッド』
からはヨロコビとカナシミ、『カールじ
いさんの空飛ぶ家』からはカールじいさ
ん、ラッセル、犬のダグなどのユニット
が加わり、総勢40名以上のパフォーマー
たちがゲストを盛り上げる。

　2019年も進化が止まらない香港ディズニーランド・リゾート。今春にはマーベル
がテーマとなる新アトラクション「アントマン&ワスプ：ナノ・バトル！」がオー
プンしたほか、夏限定のイベントやメニューも盛りだくさん。驚きいっぱいのディ
ズニーマジックが迎えてくれる。日本人来園者も年々増加。園内にはインスタ映え
するスポットやアイテムが多いことや、他のディズニーランドよりもキャラクター
とグリーティングできる機会が多いことから、最近ではファミリーに加えて女子旅
のデスティネーションとしても選ばれている。
　また、園内の直営ホテルの日本人宿泊者も増加。同じランタオ島にある香港国際
空港にも近く、香港中心部の同じカテゴリーのホテルよりもリーズナブルで、しか
もディズニーの世界観が体験できることから人気が高まっている。
　2020年は開園15周年。さらに、現在リニューアルが進行中の「キャッスル」も
新しいデザインでオープン予定。キャッスル前にはステージや噴水、鑑賞エリアが
新設されるほか、キャッスル内には新たに「ビビディ・バビディ・ブティック」も
オープンする。今後もますます進化する香港ディズニーランド・リゾートから目が
離せない。

さらにパワーアップする香港ディズニーランド・リゾート
夏限定アトラクションも盛りだくさん

　1920年代の「探検」をテーマにし
たホテル。３軒の直営ホテルの中で一
番新しい。エキゾチックな雰囲気が漂
うロビーには、ミッキー、ミニー、ド
ナルド、グーフィーの「冒険の旅」の
スーツケースが展示。レストランも朝

食ビュッフェ
にてミッキー
＆ミニーとグ
リ ー テ ィ ン
グできる本格
中 国 料 理 の

「ドラゴン・ウィンド」、多国籍料理の
「ワールド・オブ・カラー・レストラ
ン」、軽食やディズニー・キャラクター
をデザインしたスイーツなどが楽しめ
る「チャート・ルーム・カフェ」と多
彩に揃う。

　ディズニー・エクスプローラーズ・ロッ
ジでは、夏限定で「モアナ」をテーマに
デコレーションされたルーム・パッケー
ジを用意する。ゲストルームには、モア
ナが描かれたアメニティーボックス、ス
リッパ、ウィンドステッカー、タオルが
置かれ、すべて持ち帰ることが可能。ま
た、窓や壁もモアナ風に彩られる。特別
料金で提供されるこのゲストルームを予
約すると、チェックイン日の最終公演の

「モアナ・ホームカミング・セレブレー
ション」ショーへのプライオリティ・パ
ス（１室につき４名まで最前列の席で鑑
賞）もプレゼントされる。
　このほか、直営ホテル３軒では、夏を

ディズニーの夢が詰まった直営ホテルで快適ステイ

　ゲストルー
ム は ス タ ン
ダードのほか
３タイプ。南
シナ海が眺め
られるシービューと庭が楽しめるガー
デンビューがあり、敷地内には４大陸
とディズニー・キャラクターをテーマ
にしたガーデンも広がる。

　巨大アトリウム、庭園、ゲストルー
ムまでビクトリア様式を取り入れた豪
華なリゾートホテル。メインダイニン
グとなる中国料理「クリスタル・ロー
タス」では、ディズニー飲茶が大人気。
インターナショナルダイニングの「エ
ンチャッテッド・ガーデン・レストラ
ン」ではキャラクター・ブレックファ

ストが楽しめ
る。
　また、ディ
ズニーのプリ
ンセスに変身
できる「ビビ

ディ・バビディ・ブティック」や12歳以
下のキッズが利用できる「ストーリー
ブック・プレイルーム」などファミリー
に嬉しい施設も整っている。さらに、

ディズニーマジックでデコレーションされたゲストルームに泊まろう

テーマとした「サマーデコレーション」、
誕生日や結婚式を祝う「セレブレーショ
ン・デコレーション」なども特別料金で
提供されている。

　直営ホテルに
宿泊するキッズ
は、 夏 限 定 の
アートやクラフ
ト・プログラム
でディズニーを
テーマとしたデ
コレーションや

　香港ディズニーランド・リゾート内の
パークと３軒の直営ホテルでは、暑い夏
にぴったりのダイニングオプションが
40種類以上提供される。いずれもキュー
トでカラフル。インスタ映え間違いなし
のメニューばかりだ。

　たとえば、パーク内のアウトドア・ベン
ディング・カートでは「ウッディ・シッ
プシップ＆バズ・ライトイヤー・シップ
シップ」や新鮮なフルーツが入ったアイ
スティー「フレッシュ・フルーツティー」
でリフレッシュ。
　各ホテルもユニークなメニューを用
意。香港ディズニーランド・ホテルのク

リスタル・ロー
タスでは、小エ
ビ、ホタテ、ハ
タ、タマネギに
ボルトがるソー
スで味付けした
飲茶「ピクサー・シーフードボール」が
提供される。
　ディズニー・ハリウッド・ホテルにあ
るシェフ・ミッキーのキッズコーナーで
は、『トイ・ストーリー』をはじめとする
ピクサーをテーマとするスイーツがディ
ナービュッフェに登場する。また、ディ
ナービュッフェを注文すると追加料金で
スイーツを自分でデザインする「フォー
キー・クッキー・ピクサー・ボールチョ
コレートDIY」が楽しめる。
　さらに、ディズニー・エクスプローラー
ズ・ロッジのチャート・ルーム・カフェ
では、トロピカルなドリンク「ピクサー
サマーパーティー」が販売される。

楽しさいっぱいの夏限定アトラクション

インスタ映えで女子ウケする多彩な夏限定メニューも新登場

キッズ向けにも夏限定の楽しいプログラム

ディズニー・エクスプローラーズ・ロッジ

香 港 デ ィ ズ
ニーランド限
定アクティビ
ティとして、
ホテルロビー
で朝９時から

「グーフィーと太極拳」も開催。グー
フィーから太極拳を習い、終了後には
一緒に記念撮影にも応じてくれる。

香港ディズニーランド・ホテル

アクセサリー制作を体験できる。たとえ
ば、香港ディズニーランド・ホテルの「ス
トーリーブック・プレイルーム」では、
用意された『トイ・ストーリー』のキャ
ラクター・ペーパーに、手書きで自分の
好きなディズニー・キャラクターを描き
加え、オリジナルの絵葉書を制作。実際
に郵送することも可能だ。

「ザ・ダガー」の乗り込み、ターゲットをシューティング

アントマン、ワスプと共にゾラとスウォームボットたちを倒そうと体をアリのサイズに縮小して勇敢に戦う

「アントマン＆ワスプ：ナノ・バトル！」ではレスリー・ラム
とワスプでやりとりして、ワクワク感を演出

オープニングセレモニーには出演者、製作者や
香港の要人が参集
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軍事技術や武器の展示

「トイ・ストーリー &ピクサーパルズ：サマー・スプラッ
シュ」のオープニングイベントではキャラクターが登場

グーフィーと太極拳で朝の体操
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