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（次ページに続く）＊IP：Intellectual Property、キャラクターなどの知的財産

とを優先したいと思います。

－－ 2013年度は将来のための投資を

行いました。

石川　2013年度は、通常年度の開発

投資や広告宣伝に加え、将来の成長に

向けた先行投資を行う年と位置づけ

ていました。年初から予定していた

海外の開発スタジオ設立などに加え、

年度の途中に急きょ、アプリ開発と投

入に関する追加投資を行い、結果とし

て通常年度より約50億円多く投資を

行いました。今後、できるだけ早い

タイミングで投資の成果を結果につ

なげていきたいと思います。その一

方、環境変化への迅速な対応や次期

中期計画に向けた仕込や準備も必要

です。2013年度にアプリ関連で行っ

た追加投資は、ネットワークコンテン

ツビジネス全体の成長につながりま

した。これは、スピーディな投資判断

が成果につながった実例です。今後

も投資をするべきかどうか、規模は

適正かについてはグループとして厳

しく精査したうえで、必要なタイミ

ングで積極的に投資を行います。

－－ 2013年度の業績について総括し

てください。

石川　2013年度は、好調なトイホビ

ー事業の国内とコンテンツ事業が、

トイホビー事業の欧米とアミューズ

メント施設事業の苦戦をカバーする

結果となりました。トイホビーの国

内は、「獣電戦隊キョウリュウジャー」

や「仮面ライダー鎧武／ガイム」など

の定番IP商品や、垂直立ち上げするこ

とができた新規IP「アイカツ！」の人

気などにより好調でした。トイホビー

の海外については、アジア展開は好

調ですが、欧米で「P
パ ワ ー

ower R
レ ン ジ ャ ー

angers」

以外のIP＊が苦戦しました。コンテン

ツは、家庭用、業務用、映像音楽コ

ンテンツなど各事業の好調に、ネッ

トワークコンテンツが新たな柱とし

て加わり、全体のボリュームが拡大

しました。アミューズメント施設に

ついては、テーマパークをオープン

するなど新たなチャレンジを行いま

したが、国内既存店が苦戦しました。

　この結果、2013年度業績は、売上

高5,076億79百万円、営業利益446億

72百万円となりました。売上高につ

いては、2005年の経営統合以降、初

めて5,000億円を突破し、過去最高売

上高となりました。配当につきまし

ては株主還元に関する基本方針に基

づき、連結業績を勘案して年間

の安定配当24円に業績連動配

当11円を加え、1株あたりの年

間配当金35円を予定していま

す（詳細は4ページ参照）。

－－過去最高売上の原動力は何でしょ

うか？

石川　やはり、「IP軸戦略」がグルー

プ全体に浸透し、戦略を自分たちのも

のとして使いこなすことができてき

たからだと思います。売上高が5,000

億円を超えることができたことは、

社員にとっても自信になりました。

この結果を一時的なものとするので

はなく、安定的に維持できるグルー

プを目指していきたいと思います。

－－ 2014年度の業績見通しは？

石川　現時点の商品ラインナップや

販売計画に加え、ユーザー嗜好や技

術など我々を取り巻く環境変化の速

さ、そして不透明な経済環境を踏ま

え、売上高5,000億円、営業利益450

億円とほぼ前年並みを計画していま

す。私自身の想いとしては、もっと

上を目指したいという気持ちはもち

ろんあります。しかし、2015年4月

からの次期中期計画に向けて、まず

は足元で苦戦している事業や地域を

立て直し、各事業がステップアップ

するための基盤をしっかりつくるこ

　バンダイナムコグループの2013年度（2014年3月期）の連結業績

は、国内のトイホビー事業やコンテンツ事業が好調に推移し、売上高

が初めて5,000億円を突破しました。今回は2013年度の各SBUの状

況と、次期中期計画に向けた方向性などについて、㈱バンダイナムコ

ホールディングスの石川祝男社長に聞きました。

「IP軸戦略」の浸透により
連結売上高が初めて5,000億円を突破

㈱バンダイナムコホールディングス代表取締役社長  石川祝男

次期 中期計画の策定に向けて

BN36.indd   2 14/06/04   10:05



2 BANDAI NAMCO NEWS

Management
トップインタビュー

きます。課題であるトイホビーの欧米

ですが、明るい材料としては、日本で

ヒットした「海賊戦隊ゴーカイジャー」

をリメークした「P
パ ワ ー

ower R
レ ン ジ ャ ー

angers 

S
ス ー パ ー

uper M
メ ガ フ ォ ー ス

egaforce」の放送が今年2

月から始まり、順調な滑り出しを見

せていることです。この「Power 

Rangers」を中心に、日本発のIPや

現地の映画IPなどにより、IPライン

ナップを強化していきます。欧米の

立て直しは、トイホビーの最優先課題

として、次期中期計画に向けて基盤

整備に取り組んでいきます。

－－コンテンツ事業はどうですか？

石川　家庭用ゲームソフトは、国内

向けとワールドワイド向け、そして

ネットワークを融合したものなど、

展開するタイトルを吟味しながら投

入しています。2013年度はワールド

ワイド向けの「D
ダ ー ク

ARK S
ソ ウ ル

OULS Ⅱ」

や、国内向けの「G
ゴ ッ ド

OD E
イ ー タ ー

ATER 2」

のヒットなどにより、好結果を残す

ことができました。今後もIP特性に

合わせ、バランスよくタイトルを投入

していきます。また、新たなプラット

フォームについても、IP軸戦略の新

たな出口として、タイトルを提供し

ていきます。

　業務用は、開発力を活かしたゲーム

機や景品を投入する

ことで、アミューズ

メント施設の盛り上

げにも貢献していき

たいと思います。ま

た、国内だけでな

く、ショッピングモ

ールなどが増加して

いる海外新興国の見

本市にも積極的に出

展し、販売機会の拡

大を図っています。

　ネットワークコン

テンツは、出口の変

－－「機動戦士ガンダム35周年プロ

ジェクト」がスタートしました。

石川　次の40周年、50周年に向けて、

グループ全体で盛り上げようと、新た

な映像作品の上映や記念展覧会の開

催など、複数のプロジェクトを展開

します（詳細は5ページの『Holdings 

News』、10～11ページの『Business 

Angle』を参照）。皆さんに夢を感じ

ていただけるガンダムならではのプ

ロジェクトにしたいと思いますので、

ご期待ください。

－－トイホビー事業の状況は？

石川　おかげさまで国内のトイホビ

ーは好調です。「スーパー戦隊」「仮

面ライダー」「プリキュア」などの定

番IPは、事業間の横連動ビジネスモ

デルなどで強化していきます。

　女児向けオリジナルIPの「アイカ

ツ！」も好調で、2014年12月には

「劇場版アイカツ！」のロードショー

も決まっています。また、商品展開

が始まったアジアでも、世界観をし

っかりと守りながら、日本と同様に、

玩具、カード、ショップなど、さま

ざまな展開を図っていきたいと思っ

ています。

　さらに、小学生男児向けに投入し

た「妖怪ウォッチ」の関連商品が人

気となっており、市場での人気に応

えるため、生産体制を増強していま

す。今後も妖怪メダルを中心にさま

ざまな商品を展開していきます。

　このほかにも、「ディスク・ウォー

ズ：アベンジャーズ」や「マジンボー

ン」などの新規IP商品を投入し、IP

ラインナップを充実させていきます。

－－海外での取り組みについて教えて

ください。

石川　アジアは全体的に順調ですの

で、現地メディアとの連携や、現地の

嗜好に合わせたオリジナルIP展開な

ど、地域ごとにきめ細かく対応してい

化にさらにスピーディに対応してい

きます。オンラインゲームやSNSは、

人気タイトルの安定的な運営を行い

ます。市場が拡大しているアプリに

ついては、この春サービスインした

「ジョジョの奇妙な冒険 スターダスト

シューターズ」が好スタートを切っ

ており、「ONE PIECE トレジャー

クルーズ」など、戦略タイトルを投入

していきます。また、海外について

は、複数タイトルの投入を準備して

いますので、中長期的な視点で展開

し、育成していきたいと思います。

－－映像音楽コンテンツは？

石川　映像音楽コンテンツについて

は、ガンダムを軸に「ラブライブ！」

「ガールズ&パンツァー」など、新規IP

タイトルを投入し、販売を伸ばしてい

ます。また、リアルとバーチャルを融

合したライブビジネスは、年間370公

演以上を行い、IP軸戦略の新たな出

口として手応えを感じています。

－－アミューズメント施設事業はどう

ですか？

石川　アミューズメント施設事業を

統括する㈱ナムコの社長に、このほ

ど萩原 仁が就任しました。萩原社長

と私は、旧ナムコ時代の同期で、ナ

ムコやバンダイナムコゲームスで共

に苦しい時代を乗り越えてきた経験

があり、逆境を乗り越える強さを持

っています。

国内外で
IPラインナップ強化に取り組む

©BANDAI NAMCO Games Inc.

アプリ市場に向けて戦略タイトルを投入。
写真は「ONE PIECEトレジャークルーズ」

アジア展開がスタートした
グループオリジナルIP「アイカツ！」

©SUNRISE／BANDAI,DENTSU,TV TOKYO
©尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
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次期 中期計画の策定に向けて

次期中期計画は現在の経営戦略を継承しつつ
次のステージに向けてトライしていく

社外役員の独立性に関する基準を制定

　㈱バンダイナムコホールディングスは、このほど

「社外役員の独立性に関する基準」を制定しました

（基準の詳細はホームページに記載）。

　なお、6月23日に開催予定の定時株主総会後に就

任予定の新たな社外取締役および社外監査役の候補

者は以下のとおりです。

　また、業務用ビジネスでの経験を

生かし、いい意味で客観的な視点で

改革に取り組んで欲しいと思ってい

ます。今、萩原社長は、「アミューズ

メント施設で最も大切なのは現場で

ある」と、全国の店舗を訪ね、従業

員一人ひとりと直接会話をしていま

す。いくら最新のマシンを入れても、

現場で働く社員の頑張りがなければ

意味をなさないのです。萩原社長は、

原点に返り、何度も来たくなる店づ

くりを進めています。市場環境は厳

しいですが、きっと立ち直らせてく

れるものと期待しています。

－－来期から次期中期計画です。

石川　現在の中期計画は、社員の意

見を広く吸い上げ、いわばボトムア

ップで策定されたものです。その結

果、一部海外やアミューズメント事

業などで課題が残っていますが、中

期計画1年目に過去最高益を、2年目

社外取締役候補

松
ま つ だ

田　譲
ゆずる

　

1948年6月25日生

1977年4月　協和発酵工業㈱（現：協
　　　　　　和発酵キリン㈱）入社
2002年6月　同社常務取締役 総合企画
　　　　　　室長
2003年6月　同社代表取締役社長
2012年3月　同社相談役
2012年6月　公益財団法人 加藤記念バ
　　　　　　イオサイエンス振興財団
　　　　　　理事長（現在）

に過去最高売上を達成するなど、

全体的に無理なく計画を推進す

ることができています。また、

すっかり定着した「IP軸戦略」

も、大きな成果を挙げています。

　今後、10年、20年とバンダイ

ナムコグループが存続・成長する

ためには、グローバル競争に勝

ち抜く基盤が必要です。そのた

めに、過去最高売上・最高益レ

ベルである売上高5,000億円、営

業利益500億円を安定的にあげ

ることができるグループとなり、

その上で次のステージを目指し

たいと思います。

　そのエンジンとなるのは、やはり

「IP軸戦略」ですが、次のステージ

に進むためには、海外展開の安定と

拡大に加え、さらに新しい何かが必

要だと思っています。次期中期計画

の策定にあたり、それは何なのか、

それをやるには何をしなければなら

ないかを、グループ内で徹底的に議

論したいと思います。

　事業の現場では、2014年度も現状

に満足することなく、チャレンジし

続けたいと思います。

東日本大震災被災地で
子供たち向けにイベントを開催

社外監査役候補

上
かみじょう

條　克
かつひこ

彦　

1951年9月17日生

1978年4月　国税庁入庁
2008年7月　沖縄国税事務所長
2009年7月　名古屋国税不服審判所長
2011年7月　国税庁退職
2011年9月　帝京大学法学部教授（現
　　　　　　在）
2013年6月　㈱長谷工コーポレーショ
　　　　　　ン社外監査役（現在）

　バンダイナムコホールディングスは、3月に福島県相馬

市で東日本大震災被災地の子どもたち向けにイベントを行

いました。この活動は2011年より公益社団法人セーブ・

ザ・チルドレン・ジャパンと連携し、被災３県の各地で行

っているもので、今回は相馬市の相馬児童センターで、午

前中は約30組の親子と「くまのがっこう」のジャッキーを

モチーフにした工作教室を、午後は約60名の子供たちと

プラモデル教室を実施しました。この結果、2013年度は、

昨年8月と12月に宮城県石巻市で、10月に岩手県下閉伊

郡山田町で行ったイベントを加え、合計250名以上の子ど

もたちを対象にイベントを実施しました。バンダイナムコ

ホールディング

スは今後も被災

地の子どもたち

に向けた活動を

継続して実施し

ていきます。

被災地支援CSR 

TopicsHoldings News
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　㈱バンダイナムコホールディング

スは、5月8日に2013年度（2014年

3月期）の連結業績を発表しました。

事業面では、コンテンツ事業におい

て、家庭用ゲームソフトや映像音楽

コンテンツ、ネットワークコンテン

ツなどの展開が好調に推移しました。

また、トイホビー事業が、国内の定

番IP商材を中心に順調に推移しまし

た。なお、アミューズメント施設事

業において店舗閉鎖や使用見込みの

低い機器の処分などに伴う特別損失

を計上しました。　

【トイホビー事業】

　国内において、「獣電戦隊キョウリ

ュウジャー」や「仮面ライダー鎧

武／ガイム」、「ドキドキ！プリキュ

ア」などの定番IPや、女児向け新規

IP「アイカツ！」などの商品が、各

事業を横断する展開により好調に推

移しました。また、2014年1月から

販売を開始した男児向け新規IP

「妖怪ウォッチ」の商品が人気となり

ました。このほか、乳幼児層や大人

層に向けた商品展開を強化するなど

のターゲット拡大に向けた取り組み

を行い、国内の各ターゲット・市場

における「圧倒的No.1戦略」を着実

に推進しました。

　海外においては、欧米地域では

「P
パ ワ ー

ower R
レ ン ジ ャ ー

angers」シリーズの商品

が堅調に推移しましたが、欧米全体

では年初計画を下回りました。アジ

ア地域においては、日本と連動した

展開により、玩具やプラモデル、大

人向けのコレクション性の高い玩具、

カード商材などが人気となりました。

【コンテンツ事業】

　家庭用ゲームソフトにおいて、海

外向けの「D
ダ ー ク

ARK S
ソ ウ ル

OULSⅡ」、国

内向けの「G
ゴ ッ ド

OD E
イ ー タ ー

ATER２」など

のヒットに加え、「ディズニー マジッ

クキャッスル マイ・ハッピー・ライフ」

や前連結会計年度に発売した「太鼓

の達人」シリーズなど複数タイトル

のリピート販売が好調に推移しまし

た。また、ネットワークコンテンツ

では、「ワンピースグランドコレクシ

ョン」や「機動戦士ガンダム」シリー

ズ、「アイドルマスター」シリーズなど

のソーシャルゲームの主力タイトルが

安定的に推移するとともに、「機動戦

士ガンダム」シリーズなどのスマート

フォン向けアプリやオンラインゲーム

が業績向上に貢献しました。

　映像音楽コンテンツでは、「宇宙戦

艦ヤマト2199」や「ラブライブ！」、

「ガールズ＆パンツァー」などの複数

の新作タイトルや、アニメーション

関連の音楽タイトルが好調に推移し

ました。また、商品・サービスとネッ

トワーク機能やイベントとの連動な

ど、コンテンツ事業内の横連動によ

り、IP価値の最大化を図りました。

【アミューズメント施設事業】

　国内において、既存のアミューズ

メント施設事業に続く柱の構築に向

けた取り組みとして、屋内型テーマ

パークを新たに3ヵ所オープンし、

また、IPの世界観を体感できる差異

化した店舗展開などを推進しました

が、既存店売上高が前年同期比

93.8％と前年実績を下回りました。

　2014年度（2015年3月期）の連結

業績予想は下表のとおりとなります。

　なお、2013年度配当金につきまし

ては、還元に関する基本方針に基づ

き連結業績を勘案して、年間の安定

配当24円に業績連動配当11円を加

え、1株につき年間35円とする予定

です。

2014年3月期　連結業績

※見通しに関してはさまざまな前提に基づいたものであり、記載された将来の予想数値や施策の実
現を確約したり、保証するものではありません。

トイホビー

◆2014年3月期  セグメント別実績

売 上 高事業分野 セグメント
利　益

その他

合　計

コンテンツ

アミューズメント施設

消去・全社

186,390 10,510

278,408 37,248

58,199

△42,670

△897

△3,834

27,350

507,679

1,646

44,672

（単位：百万円）

4 BANDAI NAMCO NEWS4 BANDAI NAMCO NEWS

（単位：百万円）

当期
純利益経常利益営業利益売上高

◆2015年3月期通期の連結業績予想

 連結業績予想
（2014年5月公表）

500,000 28,00045,000 45,000

（単位：百万円）

当期
純利益経常利益営業利益売上高

◆2014年3月期 連結業績

連結業績 507,679 44,672 47,456

前年同期増減率 4.2％ △22.6％△8.2％ △5.0％
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また、バンダイナムコグループ各社からも、さまざまな

商品・サービスを提供していく予定です。

　㈱バンダイナムコホールディングスの石川祝男社長は、

記者発表会で「35周年はガンダムにとってのゴールでは

なく、40年、50年、そして100年とファンの皆様に支持

していただけるIPとなることを目指し、新たなスタート

をきる年にしていきたいと考えています」とあいさつ。

今後もグループ横断でグローバル展開していくというメ

ッセージを発信しました。

現場から

　「妖怪ウォッチ」は2013年7月に㈱レ

ベルファイブからゲームソフトが発売さ

れ、テレビアニメやコミック連載も始ま

り、関連商品は小学生を中心に好調に推

移。今回は玩具の開発担当者である㈱バ

ンダイの松井弘樹に話を聞きました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

Q商品開発はいつごろから？
A具体的な商品開発がスタートしたのは
2012年の年末です。商品化するにあた

り、まず過去の小学生男児向けのヒット

作品や商品についていろいろと調べてみ

ました。すると、比較的低価格で集めや

すいもの、お小遣いを持ってお店に行く

という子どもたちのライフスタイルにマ

ッチしたもの、そういうものがヒットす

るという、いくつかのキーワードが見え

てきました。そこで、メダルはあくまで

も低価格で、ただし、縁日のおみくじや

ガシャポン（カプセル自販機商品）のよ

うなドキドキ感が楽しめるもの、さらに

コレクションしたくなるものにしようと

いうことになりました。現在、メダルと

です。また、カプセル自販機を展開する

部門が開発した「くじガシャポン！ 妖怪

おみくじ神社」でゲームを楽しむことも

できたりと、まさに1枚で何度でも楽し

める商品となりました。苦労はありまし

たが、知恵を絞り工夫をしたことで、新

しい遊びの形が提案できたと思います。

Q今後の展開を聞かせてください。
A「妖怪ウォッチ」は、まずゲームソフ
トが発売され、その後コミック連載とテ

レビアニメがスタートし、それに合わせ

た形でバンダイの玩具やデータカードダ

スも発売を開始しました。時を追うごと

に人気が浸透してきましたので、今後は

この人気を息長く続けていけるように、

商品展開をしていきたいですね。

しては、玩具、ガシャポン、玩具菓子とし

て販売しているほか、雑誌コロコロコミ

ックの付録などでも展開しています。メ

ダルに加え、メダルを入れて妖怪の召喚

遊びをする時計型の「DX妖怪ウォッチ」

や、メダルを収納する「妖怪大辞典」、

「データカードダス 妖怪ウォッチともだ

ちウキウキペディア」なども人気です。

Q開発で苦労した点は？
Aメダルの価格設定と面白さのバランス
の追求にはこだわりました。低価格にす

ることでコストがかけられず、メダル自

体の面白さが出ないのではないかという

不安がどうしてもぬぐいきれませんでし

た。そこで、集めるだけではなく、どう

やったらメダルで二度も三度も楽しめる

かということを考えました。そしてたど

り着いたアイデアが、メダルの裏面にQR

コードを付け、それをニンテンドー 3DS

やスマートフォン、携帯電話で読み込む

ことで、ゲームが楽しめたり、ポイント

を貯めてキャンペーンに応募できるな

ど、いろいろな遊びができるというもの

㈱バンダイ ボーイズトイ事業部 企画第一チーム　松 井 弘 樹

「妖怪ウォッチ」の玩具開発担当者
Portrait

Holdings News

　1979年にTVシリーズの放映が始まった

『機動戦士ガンダム』が、今年で35周年を迎え、

新たに始動する「機動戦士ガンダム 35周年プ

ロジェクト」の発表会が3月に開催されました。

　「機動戦士ガンダム 35周年プロジェクト」の

コンセプトは、「RISE ! ― 世界は動いている」。この言葉

には、35周年を40周年に向けた躍動の年と位置づけ、将

来を見据え、次のステージへ向けて挑戦を始めていくと

いう意味が込められています。今回のプロジェクトでは、

35周年記念作品として、『機動戦士ガンダムＵ
ユニコーン

Ｃ 

episode 7 「虹の彼方に」』、富野由悠季監督による『ガン

ダム Ｇのレコンギスタ』、安彦良和氏の同名大ヒットコミ

ックを映像化する『機動戦士ガンダム T
ジ

HE O
オ リ ジ ン

RIGIN』

を中心に展開します。映像作品に加え、中田ヤスタカ氏

によるプロジェクトのテーマ曲「G35（ジーサーティーフ

ァイブ）」、展覧会「機動戦士ガンダム展」などを通じ、

ガンダムの世界観を楽しんでもらえる機会を設けます。

2007年度入社   ボーイズトイ事業部配属
2013年度より「妖怪ウォッチ」開発担当

「機動戦士ガンダム 35周年プロジェクト」
発表会を実施

写真左からサンライズの宮河恭夫社長、バンダイの上野和典社長、
「機動戦士ガンダム」総監督の富野由悠季氏、バンダイナムコホー
ルディングスの石川祝男社長、創通の青木建彦社長

©創通・サンライズ

©LEVEL5 ／妖怪ウォッチプロジェクト・テレビ東京
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（記載情報は2014年5月末日時点のものです。表示価格は税込。仕様・発売日・価格等は変更になることもあります）
Group News

トイホビー
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　「マジンボーン」は、データカードダス、テ
レビアニメ、漫画連載、ゲームソフト、玩具な
ど、多方面にわたる小学生男児の全方位型クロ
スメディア作品です。「データカードダス  マジ
ンボーン」は、盤面（フラットパネル）にカー
ドを最大5枚並べてラインを作り、魔神を降臨
させてバトルします。バンダイナムコゲームス
などのグループ会社からも得意分野を生かした
さまざまなカテゴリーの商品を発
売し、「マジンボ
ーン」を盛り上
げていきます。

　39番目の新ウルトラヒーロー「ウルトラマン

ビクトリ－」が登場する新テレビシリーズ『ウ

ルトラマンギンガS』が、7月15日より『新ウ

ルトラマン列伝』（毎週火曜日18：00 ～、テレ

ビ東京系）内でスタートします。『ウルトラマン

ギンガ』の続編となる今シリーズは、「ギンガ」

の2年後の地球を描いた全16話の完全新作で、

主人公・礼
らいどう

堂ヒカルの前に突如現れた謎のウル

トラマンビクトリーの登場で、小さな人形たち

「スパークドールズ」の謎はさらに深まります。

　バンダイでは放送に合わせ、変身アイテムなどの玩具をはじめ、玩具菓

子、カプセル玩具、カード、生活雑貨、アパレル商品などさまざまな商品

を展開し、『ウルトラマンギンガS』を盛り上げていきます。

　㈱バンダイ（上野和典社長）は、「超合金」生

誕40周年を記念し、芸術作品との初めてのコラ

ボ商品「超合金　太陽の塔のロボ」（18,360円）

を9月27日に発売します。1970年に日本万国博

覧会のシンボルとして建造された岡本太郎氏の

「太陽の塔」が、「ロボットとして動いたらどうな

るか」という発想のもと、「太陽の塔」の魅力を独自の解釈で商品に落と

し込みました。金属の重厚感、光沢、存在感に加え、変形ギミックなどの

アクション要素も取り入れた「超合金」ならではの要素が満載です。5月

に開催した大人向けコレクターズアイテムのイベント「魂の夏コレ2014」

で試作品の展示を行い、多くの来場者の注目を集めました。

　「機動戦士ガンダム」の35周年記念作品『機動戦

士ガンダムU
ユニコーン

C  episode 7』に登場する超大型モ

ビルアーマー「NZ-999 ネオ・ジオング」を、ガンプ

ラのハイグレードユニバーサルセンチュリー（HGUC）

として1/144スケールで発売します（6月予定、

27,000円）。キット化にあたり、強度・剛性を確保す

るため従来のプラモデルにはなかった構造を用い、

最終決戦を飾るにふさわしい全高約860mmという

過去最大級のガンプラを実現しました。

◆ガンプラビルダーズワールドカップ開催

　2014年もガンプラ作品のコンテスト大会「ガンプラビルダーズワール

ドカップ（GBWC）  2014」がスタートしています。今年は海外エリアの

地区予選が追加され、世界約20都市で開催。日本大会の決勝戦は今年の

秋に行われ、冬に日本で開催される世界大会決勝戦では、各国大会を勝ち

抜いた13の国と地域から力作が集結します。

　今年で発売20周年を迎えたカプセル自販機
専用商品（ガシャポン）の「それいけ！アンパ
ンマン  くっつくんですシリーズ」が、最新弾
「それいけ！アンパンマン くっつくんです63」
の発売に伴い、累計販売数1億個を突破しま
す。最新弾は、歯磨き、お片付け、お着替えな
どをテーマに取り入れ、子どもたちに楽しく生
活習慣を身につけて
もらうことを目指し
ています。バンダイ
では今後も親子に愛
されるロングセラー
商品としてシリーズ
を育てていきます。

それいけ！アンパンマン くっつくんです 63

データカードダス マジンボーン1弾

6月上旬発売予定／1回100円  　　㈱バンダイ

発売中／1プレイ100円（1人用） 　  ㈱バンダイ

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

©TARO OKAMOTO ／ ©BANDAI

新ヒーロー「ウルトラマンビクトリー」登場

「HGUC NZ-999 ネオ・ジオング」発売

©円谷プロ

　小学生男児向けオリジナルキャラクターの玩
具菓子「破

はげん

幻のジスタチョコ」。キャラクター
の世界観から設定を構築し、「集めて楽しい」
「組み替えて楽しい」「食べて美味しい」をコン
セプトに、パーツを組み替えての遊びや、武器
同士を合体させてオリジナル武器を作るなど、
自分だけのオリジナル「ジスタ」でストーリー
を作って楽しむことができます。第1弾は全
10種（ノーマルカラー 7種＋レアカラー3種）
を発売。今後、シリーズ化を予定しています。

破幻のジスタチョコ

発売中／324円   　　　　　　　　㈱バンダイ

を発

©BANDAI・東映アニメーション・テレビ東京  ©BANDAI

©BANDAI

「太陽の塔」を超合金で商品化

©創通・サンライズ
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（店舗オープンやイベントの予定・内容は変更となる場合があります）
Group News

アミューズメント施設

　ナムコは、キャラポップストア

「アイドルマスターオフィシャルショッ

プ」を、namco中野店（東京）、イオン

モール幕張新都心店（千葉）、namco

大阪日本橋店（大阪）、namco博多バ

スターミナル店（福岡）に6月29日ま

での期間限定でオープンしています。

「アイドルマスター」関連商品を取り

揃えるほか、ここでしか入手できない限定グッズなどを販売。さらに、

オフィシャルショップ限定景品がもれなく当たる「プロデューサーくじ

M@STER」や、ミニアトラクション「シンデレラ☆タイム」も登場し

ます。このほかにもレアグッズや出演声優のステージ衣装などを展示し、

「アイドルマスター」の世界観を存分に満喫できる空間となっています。

「東映ヒーローワールド」に
新アトラクション登場

　ナムコが運営する体験型エンターテインメン

トミュージアム「東映ヒーローワールド」に、

このほどトッキュウレッシャーをモチーフにし

た新アトラクション「出発進行！レッドレッ

シャー」が登場しました。また、館内の「ヒー

ロー博物館」では、新企画「スーパー戦隊 巨

大ロボ展」を開催。第二弾となる今回のテーマ

はスーパー戦隊シリーズに登場する巨大ロボ。

各作品中で激し

い戦いをくりひ

ろげた歴代スー

パー戦隊ロボを

間近で見ること

ができます。

　「ナムコでポケモンゲットだぜ!! キャンペー
ン」を2015年1月20日まで全国のナムコ直営
アミューズメント施設約200店舗で実施してい
ます。期間中に無料配布している「ナムコ ポケ
モンクラブメンバーズパス」を持って来店する
と、「ポケモンシール（全9種）」を1日1枚プレ
ゼント。シール
を集めてポケモ
ンを最終進化形
にさせると、育て
たポケモンの「ぷ
くぷくキーホル
ダー」（全4種）が
もらえます。

　ナムコは、「namcoくずはモール店」（大

阪府枚方市）を3月に、「namcoザ・モー

ルみずほ16店」（東京都西多摩郡）を4月に

オープンしました。子どもが好きな乗り物

や人気のメダルゲーム、みんなで盛り上が

れるアーケードゲーム、多種多様な景品

を揃えたクレーンゲームなどを取り揃え、

ファミリーを中心に若いカップルからシニ

アまで幅広い年代層が楽しめる施設です。

  TVアニメ「鬼灯の冷徹」の
タイアップイベント「鬼灯の
冷徹 in ナンジャタウン」を
6月29日までナンジャタウ
ンで開催しています。「鬼灯
の冷徹」のキャラクターを
モチーフにしたオリジナル
デザート＆フードのほか、オリジナルグッズや
フォトスポットが登場。さらに、“地獄の沙汰
オールスターズ”のセカンドシングル「開け！
地獄の釜の蓋」（6月1日発売／キングレコー
ド）がタイアップイベントイメージソングに決
定し、会場のBGMとしてイベントを盛り上げ
ています。

「鬼灯の冷徹 in ナンジャタウン」開催

ナムコでポケモンゲットだぜ!!キャンペーン

「J-WORLD TOKYO」がパワーアップ
オープン

　㈱ナムコ（萩原 仁社長）が運

営する「J
ジ ェ イ ワ ー ル ド

-WORLD T
ト ー キ ョ ー

OKYO」

（東京・池袋）は、新たに参加す

るキャラクターを加え、装いも

新たに3月14日、パワーアップ

オープンしました。「黒子のバ

スケ」「銀魂」「新テニスの王子様」の3エリアが新たに登場した

ほか、人気作品のカーニバルゲームがそろった「J-CARNIVAL

（ジェイ・カーニバル）」、多目的エリア「J-ARENA（ジェイ・ア

リーナ）」などがあり、作品それぞれの世界観が楽しめます。また、

園内各所に音や動きが楽しい遊びの仕掛けが多数増設されました。

「ドラゴンボール」「NARUTO－ナルト－」「ONE PIECE」の既

存の5つのアトラクションもそれぞれに演出がパワーアップされ、

さらに楽しい体験を提供します。

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・
JR Kikaku ©Pokémon　©2014 ピカチュウプロジェクト

「アイドルマスターオフィシャルショップ」
東京・千葉・大阪・福岡に同時オープン

ナムコのイベント情報

©江口夏実・講談社／鬼灯の冷徹製作委員会

「namcoくずはモール店」「namcoザ・モール
みずほ16店」オープン

©窪岡俊之  ©BANDAI NAMCO Games Inc.  
©BNGI ／ PROJECT iM@S  

©BNGI ／ぷろじぇくとあいます・ぷち

©バードスタジオ／集英社・東映アニメーション
©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ

©尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

写真上は「namcoくずはモール店」、
下は「namcoザ・モールみずほ16店」

©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映AG・東映ビデオ・東映
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ゲーム

Group News
コンテンツ

　歴代ロボット作品に
登場するキャラクター
が一堂に会して物語を
展開するシミュレーシ
ョンRPG「スーパーロ
ボット大戦」シリーズ
の最新作として、PS3/
PS Vita用ソフト「第3
次スーパーロボット大
戦Ｚ 時獄篇｣を発売しました。本作ではついに最終
章を迎える「Ｚシリーズ」の第1部を描いており、
シリーズ初参戦となる「機動戦士ガンダムＵＣ」
など、32ものロボット作品が登場します。PS3版
とPS Vita版はクロスセーブに対応しており、ど
こでも気軽にゲームを楽しむことが出来ます。

　声優を自由にキャステ
ィングし、自分好みの作
品を作ることができるゲ
ームです。プレーヤーは
40以上の声優キャラク
ターとコミュニケーショ
ンしながら、アニメやド
ラマのキャスティングや
収録を行います。また、
USBマイク（別売）を使えば、好きな声優と夢の
アフレコ共演したり、手軽に自分の声を録音・加工
することもできます。バンダイナムコゲームスの
人気RPG『テイルズ オブ』シリーズなど100を超
える台本を使って、自由に作品を作る楽しみが味
わえます。

　バンダイナムコゲームスのオリジナルIP「パックマン」の新作アニメ

「パックワールド」（英語名：P
パ ッ ク マ ン

AC-MAN a
アンド

nd t
ザ

he G
ゴーストリー

hostly A
ア ド ベ ン チ ャ ー

dventures）

が、4月からTOKYO MX、BS11、ディズニー XDで放送を開始し

ました。アニメ放送を機に、バンダイナムコゲームスでは6月にゲー

ムの発売を予定。そのほかのグループ会社からも、バンダイがアパレ

ルや雑貨、バンプレストがアミューズメント景品、バンダイビジュアル

がDVD（6月よりTSUTAYAで先行レンタル開始、12月より一般レ

ンタル開始）、バンダイチャンネルが映像配信と、さまざまな展開を予

定しています。なお、アニメ主題歌は㈱ランティスがプロデュースし、

ヒャダインが手がける「PAC THIS WORLD!!!」です。

「アイドルマスター シンデレラガールズ」
登録者数400万人突破  TVアニメ化決定

PS3/PS Vita用ソフト
｢第3次スーパーロボット大戦Ｚ 時獄篇｣

　㈱バンダイナムコゲームス（大下

聡社長）が、2011年11月より㈱デ

ィー・エヌ・エー（DeNA）のポー

タルサイト「M
モ バ ゲ ー

obage」でサービス

を提供しているソーシャルゲーム

「アイドルマスター シンデレラガー

ルズ」が、このほどゲーム登録者数

400万人を突破しました。「アイドル

マスター シンデレラガールズ」は、

ゲームのみならず、CD、漫画、そ

の他関連商品と、さまざまな広がり

を見せており、2012年4月から発売している関連CDも、累計出荷枚

数が100万枚を突破。さらに、テレビアニメ化も決定し、2015年1月

より放送が開始される予定です。今後も「アイドルマスター シンデレ

ラガールズ」にご期待ください。 6月下旬投入予定　　　　　　　　㈱バンプレスト

　景品としては初となる立体デジタ
ルプリント技術を使用し、フル彩色
をほどこした約1.5cmの極小フィ
ギュア「MICRO」が始動。台紙も
銀の下地に印刷することにより高級
感のある仕様になっており、台紙ご
とコレクションし
たくなるシリーズ
です（全8種、背
台紙＋ブリスター
約12cm）。

アミューズメント景品
MICRO 仮面ライダーシリーズvol.1

PS3用ソフト「CV ～キャスティングボイス～」

6月19日発売予定／6,640円  ㈱バンダイナムコゲームス

©BANDAI NAMCO Games Inc.

©GAINAX・中島かずき/アニプレックス・KDE-J・テレビ東京・電通
©GAINAX・中島かずき/劇場版グレンラガン製作委員会 
©賀東招二・四季童子／ミスリル　©賀東招二・四季童子／陣代高校生徒会
©賀東招二・四季童子／ Full Metal Panic! Film Partners　©カラー　©サンライズ
©SUNRISE／PROJECT GEASS Character Design ©2006-2008 CLAMP・ST
©XEBEC・フライングドッグ／創通
©SHOJI KAWAMORI, SATELIGHT/Project AQUARION EVOL
©創通・サンライズ　©BANDAIVISUAL・FlyingDog・GAINAX
©光プロダクション・TMS　©藤原忍／ダンクーガ ノヴァ製作委員会
©1983 ビックウエスト・TMS　©1994，1997 ビックウエスト
©2009，2011 ビックウエスト／劇場版マクロスF製作委員会
©1998 永井豪・石川賢／ダイナミック企画・「真ゲッターロボ」製作委員会
©2009 永井豪/ダイナミック企画・くろがね屋

「パックマン」の新作アニメが日本上陸
グループでゲーム、雑貨、DVDなどを展開

©窪岡俊之　©BNGI

©2013石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映  　©石森プロ・東映

発売中／PS3：8,070円、PS Vita：7,120円
㈱バンダイナムコゲームス

（記載情報は2014年5月末日時点のものです。表示価格は税抜。仕様・発売日・価格等は変更になることもあります）

　バンダイナムコゲームスは、モバイル向けコン

テンツの海外展開を積極的に行っています。ア

ジアでは、㈱ディー・エヌ・エーの協力により、

2014年に中国国内でアニメ「O
　　ワ  ン

NE P
ピ  ー  ス　　

IECE」の

スマホ向けアプリを配信する予定です。また、

欧米でも日本発ワールドワイドの展開を順次行

っており、「Z
ゾ ン ビ

OMBIE S
ス タ ン ピ ー ド

TAMPEDE」や、

「S
ソ ウ ル キ ャ リ バ ー

OULCALIBUR U
ア ン ブ レ イ カ ブ ル

nbreakable S
ソ ウ ル

oul」の

配信を開始しました。そのほか、グリー㈱との

協業により日本で配信中のスマホ向けゲームア

プリ「パックマン モンスターズ」についても、App Store、Google 

Play向けに英語版がグリーより配信されています。

モバイル向けコンテンツ、海外へ続々展開

©BANDAI NAMCO Games Inc.
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　バンダイビジュアル㈱（川

城和実社長）が出資するテ

レビ番組が、7月より続々と

放送されます。まず、「なか

よし」（講談社）で好評連載

中の松本ひで吉原作『さばげ

ぶっ！』がTVアニメで登場

します。本作は、梧桐学園高

校サバゲ部を舞台に、ギャグ

満載で繰り広げられる何でも

ありの女子高ライフを描いています。また、今年1月～ 3月

にテレビ放送され好評を博したSFスペースコメディ『スペー

ス☆ダンディ』の第2期シリーズも、7月より放送を開始し

ます。さらに、現在放送中の『新ウルトラマン列伝』内で、

ウルトラマンの新シリーズ『ウルトラマンギンガS』が7月

より放送スタート。本作はウルトラマンギンガに加え、39番

目となる新ヒーロー『ウルトラマンビクトリー』が登場する

ことでも話題を集めています。

ガールズ＆パンツァー これが本当のアンツィオ戦です!

「15th Anniversary Live 
ランティス祭り 2014」開催決定

　日本のアニメソング界を

リードするレーベルとして、

数々のヒット作を生み出し

ている㈱ランティス（井上

俊次社長）が、設立15周

年を記念して、7月から秋

にかけて三重、大阪、東

京、宮城などで大規模な

ファン感謝イベント「15th Anniversary Live ラン

ティス祭り 2014 ～つなぐぜ！アニソンの“わ”！～」

を開催します。イベントでは、影山ヒロノブなど実力

派シンガーをメンバーとするボーカルユニット「JAM 

Project」をはじめ、TVアニメ『黒子のバスケ』の

オープニング主題歌などを担当した人気ロックユニット

「GRANRODEO」、実力派声優アーティスト「茅原実

里」、TVアニメ『ガンダムビルドファイターズ』のエン

ディング主題歌を担当した次世代クリエイター「ヒャダ

イン」など、アニソン業界で大活躍のアーティストが大

集結します。

　なお、2015年には海外でも開催する予定です。

　戦車ブームを巻き起こした大
ヒットTVアニメ『ガールズ&パン
ツァー』の新作OVA『ガールズ＆
パンツァー これが本当のアンツィ
オ戦です！』が、7月25日に発売さ
れます。本作では、TVシリーズで
は描かれなかった「戦車道全国高校
生大会第2回戦」の模様が描かれて
おり、発売に先行して7月5日より
全国14館でのイベント上映も開催
されます。なお、Blu-rayには、特
製ブックレットのほか、キャラクターが紹介する戦車講座映像や、
本作が協力・参加した「大洗海楽フェスタ」のイベント映像等を収
録。さらにキャストやスタッフによるコメンタリー（解説）も音声
特典として収録されています。

7月25日発売予定／Blu-ray Disc：7,000円、DVD：5,500円
バンダイビジュアル㈱

7月より『さばげぶっ！』 
『スペース☆ダンディ シーズン2』
『ウルトラマンギンガS』放送開始

©松本ひで吉・講談社／「さばげぶっ！」製作委員会
©GIRLS und PANZER Projekt

6月6日発売予定／Blu-ray Disc＜初回限定版＞：9,800円、
Blu-ray Disc：7,800円、DVD：6,800円　 バンダイビジュアル㈱

機動戦士ガンダムUC  7

　Blu-ray＆DVDの累計販売数が150万枚を突破するOVAガンダ
ムシリーズ『機動戦士ガンダムU

ユニコーン

C』が、ついに最終章を迎え、5
月17日より4週間限定で劇場上映
されました。上映と同時に有料配
信、Blu-rayの劇場先行販売も行い、
過去最大規模で展開中です。なお、
Blu-ray＆DVDの一般発売は6月6
日を予定しており、Blu-ray＜初回
限定版＞には、映像特典として福井
晴敏構成・脚本による宇宙世紀ダイ
ジェストepisode EX「百年の孤独」
【完全版】のほか、ガンダム35周年
記念特別番組など、スペシャル映像
を多数収録しています。 ©創通・サンライズ

劇場版 TIGER & BUNNY ‒The Rising‒

　2011年に放送されて大ヒットしたTVシリーズ『T
タ イ ガ ー

IGER &
アンド

 
B
バ ニ ー

UNNY』の劇場版第2弾『劇場版 TIGER & BUNNY ‒The 
Rising‒』のBlu-ray＆DVDが、7月4
日に発売されます。本作は今年2月に
全国公開されたもので、初週の週末興
行成績で3位にランクインするなど、
好評を博しました。Blu-ray＆DVDの
初回限定版には、キャラクターデザイ
ンを担当する桂正和氏の描き下ろし
収納ボックスが付属するほか、270分
を超える映像特典を収録。さらにスペ
シャルCDや生フィルム、60ページの
ブックレットなど、豪華特典が封入さ
れています。

7月4日発売予定／Blu-ray Disc＜初回限定版＞：8,800円、Blu-ray 
Disc：4,800円、DVD＜初回限定版＞：7,800円、DVD：3,800円

バンダイビジュアル㈱

©SUNRISE/T&B MOVIE PARTNERS

（記載情報は2014年5月末日時点のものです。表示価格は税抜。仕様・発売日・価格等は変更になることもあります）

BN36.indd   10 14/06/04   10:05



サンライズの経営戦略

10 BANDAI NAMCO NEWS

Business Angle
グループ役員紹介

－－サンライズの強みは何ですか？

宮河　当社はアニメーションの制作

会社ですが、他社との大きな違いは

作品の約7割が自分たちで企画制作

したオリジナルだということです。

これを可能にしている理由の１つは、

『機動戦士ガンダム』という大きな成

功体験があったからだと思います。

自分たちの作品が35年も続き、人気

を維持しているという自信が我々の

原動力になっています。それがDNA

として受け継がれ、サンライズの一

番の強みとなり、原作がある作品の

映像制作にも生きています。

－－ガンダムの成功が大きいと？

宮河　ガンダムは何がすごいかと言

うと、35年前のガンダムと今やって

るガンダムが違うということなので

す。そんなタイトルは他にありませ

ん。タイトルも、主人公も、世界観

もさまざまです。ガンダムというシ

リーズは続いていますが、一作一作

が全部違うんですね。もちろん、基

本的な法則はあって、ガンダムとい

うモビルスーツが登場すること、舞

台が戦争状態にあること、そして青

春群像劇であるということを守りな

がら、ガンダムを自由に作ってきた

のです。それが、ガンダムが長く続

いてきた大きな要因だと思います。

－－バンダイナムコグループならでは

の特徴については？

宮河　サンライズは映像の会社です

が、バンダイナムコグループ各社の

おかげで玩具やゲームなどの周辺商

品にマーチャンダイジングできます。

これはものすごく大きな特徴でしょう

ね。ガンダムもそうですし、「TIGER 

& BUNNY」も「アイカツ！」も、

「ラブライブ！」もそうです。商品・

サービスがあることが作品の世界観

を広げています。

－－「アイカツ！」が元気です。

宮河　当社は男性や男児向け作品と

いうイメージが強かったのですが、

最近は女児向けのIPも育ち、作品の

幅が広がっています。「アイカツ！」

が成功したのは、時代のニーズとマ

ッチしたからではないかと思います

ね。AKB48の影響もあり、アイドル

になりたいという女児が増えていま

す。お母さんも自分の子どもがアイ

ドルに憧れることを理解しています。

それが「アイカツ！」と合致したの

でしょう。現在、「ラブライブ！」は

男性向け、「アイカツ！」は女児向け

という棲み分けをしており、絵柄も

世界観も違えています。

－－アジアでガンダムの無料配信を行

っていますが、この目的は？

宮河　私はバンダイ時代にプラモデ

ルの営業や女児玩具の開発などを

担当し、その後、インターネット端末

「ピピンアットマーク」に携わりました。

この事業は結果的には失敗に終わりま

したが、このときの経験がネットワー

クへの理解を深め、今でもネットに対

しては積極的です。作品を無料配信

しているのは、とにかく映像を観て、

触れてもらおうということです。そ

れで面白いと思ってもらえれば、商品

を買ってもらうなどグループのビジ

ネスにつながります。これは映像以

外にもさまざまな出口を持つバンダ

イナムコグループの会社だからこそ、

それができるんです。グループがど

んどん海外に出ていくためには、こう

した手法も必要だと思いますね。

－－「ガンダム35周年プロジェクト」

がスタートしました。

宮河　35周年は、次の40周年に向け

た始まりだと思っており、懐古趣味

みたいなことをやる気はありません。

そういう想いもあって、コンセプト

を「RISE ! ̶世界は動いている」と

しました。

　映像作品については、UC（ユニコ

ーン）のシリーズ最終章『機動戦士ガ

ンダムＵＣ episode 7 「虹の彼方に」』

を5月にイベント上映したほか、富野

由悠季監督の新作『ガンダム Gのレ

コンギスタ』、そしてシャアとセイラ

の少年少女時代を描いた『機動戦士

ガンダム THE ORIGIN』と、第1作

『機動戦士ガンダム』にリスペクトし

た作品を3本立て続けに展開します。

2014年4月、アニメーション映像作品の企画・制作を手がけるサンライズの

新社長に、宮河恭夫（前同社副社長）が就任しました。

今回は、サンライズの特徴と強み、ガンダム35周年プロジェクトの内容、

オリジナル・スター IP事務所の進捗状況、そして新社長としての抱負を宮河

社長に聞きました。

ガンダム35周年プロジェクトがスタート
40周年に向けた新たな取り組みを実施

©創通・サンライズ
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　2014年度はまだスタートしたばか

りですが、「バンダイナムコアワード」

ノミネート選出の際には、いい意味で

困るくらい、多くのヒット商品・サー

ビスを皆さまにお届けしていきたいと

思います。2014年度も引き続きよろ

しくお願いいたします。

株式会社サンライズ 代表取締役社長　宮河  恭夫

　バンダイナムコグループでは、人材

活用に関する取り組みの一環として、

売上利益・話題性・新規性などの観点か

らグループ価値向上に貢献した商品や

ビジネスモデルを表彰する制度「バン

ダイナムコアワード」を毎年開催して

います。

　2013年度は、「獣電戦隊キョウリュ

ウジャー」「機動戦士ガンダムオンラ

イン」「アイカツ！」「ラブライブ！」

の4チームが優秀賞にノミネートされ

ました。その中からグランプリとし

て、立ち上げから約1年で年間売上

150億円規模に成長したオリジナルIP

「アイカツ！」チームが選ばれました。

編集後記

広報IR担当

－－そのほかにはどんな企画を展開す

る予定ですか？

宮河　記念展覧会「機動戦士ガンダ

ム展」を2014年7月～8月に大阪で、

来年は東京で開催します。このガン

ダム展では、当社が制作した新作映

像を体験型シアターで上映するほか、

原画や資料など約1,000点を展示する

予定です。

　また、30周年のときに実物大ガン

ダム立像を作り、大きな話題になり

ましたが、これに続くプロジェクト

を40周年に向けてスタートします。

詳細はまだお話しできないのですが、

グローバルなプロジェクトになる予

定ですので、ご期待ください。

－－このほどスタートしたオリジナ

ル・スター IP事務所の手応えは？

宮河　この企画は私が事務局長をし

ていますが、バンダイナムコグルー

プには、将来ダイヤモンドになるか

もしれない原石を持っている人がた

くさんいます。そこでグループ内で

新たなIP企画を公募し、ビジネス展

開の可能性がある企画についてはパ

イロット映像を作るなど、オリジナ

ル作品の発掘・育成を目指した取り組

みとなっています。

　先日、第１回の公募を締め切った

ところ、国内外から150件以上の応

募がありました。すでに第２次審査

が行われており、この中から新たな

IPが生まれることを願っています。

－－ 5年後、10年後のサンライズに

ついてどのようなイメージを？

宮河　サンライズは今より大きく

なっているかもしれませんが、私

は売上が2倍になるのなら、会社が

2つあった方がいいと思っていま

す。制作会社は規模がものを言う

世界ではないんですね。売上高を

競う業種じゃないし、作品を何本

作ったなどとシェアを争うビジネ

スでもありません。ですから、組

織がいくつかの塊にわかれている

というのが私の理想です。そこで

若い人たちが責任を持って、自主

独立で思う存分力を発揮するのが

一番いいと思います。

　これは社員にも言っているのです

が、「今度の映画はどこそこの会社が

作ったものだから観に行こう」とい

う人は1人もいません。やはり監督や

タイトルが重要で、どこの映像制作

会社が作っているかなどということ

は誰も興味がないわけです。ですか

ら、サンライズというブランドや看

板が必要かというと、実はそれほど

重要ではなくて、それよりもタイト

ル、中身が一番重要なんですね.

－－新社長としての抱負を聞かせてく

ださい。

宮河　私は、サンライズの社員は変

化に対応するのではなく、変える側

に回ってほしいと思っています。自

分たちが新しいことを１年に１つで

もやれば、サンライズの社員の数だ

け新しいチャレンジができます。世

の中が変わっていくことにどう対応

するかではなく、世の中を変えるた

めに何をやるのか。要するに変える

ことの楽しさ、変えていこうとする

気概を全社員に持ってもらいたいの

です。

　私も、やはり世の中を変えていき

たいと思っていますし、それを社員

のみんなが思ってくれれば、世の中

を変えていく新しいことが生まれる

ような気がします。これからもサン

ライズにご期待ください。

■宮
みやわか

河 恭
や す お

夫社長のプロフィール

＜経歴＞ 
1956年6月8日生　　
1981年4月　㈱バンダイ入社
1996年1月　㈱バンダイ・デジタル・エンタテイ

　　ンメント 取締役
2000年4月　㈱サンライズ 入社
2001年4月　ネットワーク開発部長
2004年4月　取締役
2008年4月　常務取締役
2011年4月　専務取締役
2013年4月　取締役副社長
2014年4月　代表取締役社長に就任

社員には世の中の変化に対応するのではなく
世の中を変えていく気概を持って欲しい
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Information
重点商品

このニュースレターは、CO2を排出しない
グリーン電力100%で印刷されています。

この印刷製品は、環境に配慮した資材と工場で
製造されています。

　「ハピネスチャージプリキュア！」（毎週日曜日朝8:30～、ABC・テ

レビ朝日系列で放送中）で、プリキュアたちが使っているスマート

フォン型アイテム。番組内では、日常シーンや敵が現れた時の連

絡ツールとして使用されています。本商品は、プリキュアたちと

のメール交換遊びや、流行のスタンプメールに加え、テレビ電話

風の演出でプリキュアたちとのコミュニケーションを楽しむこと

ができます。また、メールの交換相手には、歴代のプリキュアた

ちも登場。さらに、遊んで学べる知育のアプリやゲーム、そして、

計算機やカレンダーなどの実用アプリなど、スマートフォン型

玩具ならではのアプリが42種類入っています。専用ホームペー

ジからデータをダウンロード（別売りSDカード使用）すると、ゲー

ムやメール交換をするキャラクターを追加することができるなど、

長く遊べる商品です。

　業界で初めて、人気アイドルグループ「AKB48」が登場する

アーケードゲームです。ゾンビと化した「AKB48」のメンバー

を、ワクチン弾で撃って救い出す奇想天外なゾンビガンシュー

ティングゲームで、登場する「AKB48」のメンバーは全部で7

人。プレーヤーは7人の中から好きなメンバーをパートナーと

して選び、襲い来る他のゾンビ化したメンバーや、巨大モンス

ターに挑みます。また、ゲームの進行途中に「AKB48」のお馴

染みの人気曲が流れると、ゾンビ化したメンバーが突然踊りだ

し、その姿を見ながらリ

ズムアクションゲームが

楽しめます。ゾンビ化し

た「AKB48」のメンバ

ーが登場し、ガンシュー

ティングゲームだけでな

く、リズムアクションゲ

ームも楽しめるという今

までにない奇想天外な内

容の本作は、「AKB48」

のファンだけでなく、幅

広い層に楽しんでいただ

けるゲーム機です。

業務用ゲーム「セーラーゾンビ ～ 
AKB48 アーケード・エディション ～」

ハピネスチャージプリキュア！  キュアライン
発売中／8,424円（税込）

　TVシリーズ全43話に新作カットを加えて再構成し、三部作の

映画として公開され、当時社会現象を巻き起こした『機動戦士

ガンダム』、『機動戦士ガンダムII 哀・戦士編』、『機動戦士ガンダ

ムIII めぐりあい宇宙編』。その三部作を収録した『機動戦士ガン

ダム Blu-rayトリロジーボックス』がこのほど発売されました。

初回限定生産であるプレミアムエディションと、期間限定生産

版（2年間）の2タイプがあり、プレミアムエディションには、

本編に加え、2000年に完全新規アフレコで制作された特別版も

収録。公開当時の雑誌記事や関連商品など、当時の思い出がよ

みがえる復刻版資料紹介に加え、スタッフ＆キャストのインタ

ビューなどが掲載されたブックレットは、200ページに及ぶボ

リュームとなっています。そのほかにも、制作資料を収録した

特典ディスク

や、新たに録

音されたオー

ディオコメン

タリーなど、

永久保存版に

相応しい特典

が満載のボッ

クスです。

劇場版 機動戦士ガンダム  Blu-ray トリロジーボックス
発売中／Blu-rayトリロジーボックス  プレミアムエディション＜初回
限定生産＞：20,000円（税抜）、Blu-rayトリロジーボックス＜期間
限定生産＞：12,000円（税抜）

発売中／7,020円（税込）

烈車合体シリーズ6-8  烈車合体 DXディーゼルオーセット

稼働中

㈱バンダイ ㈱バンダイ

㈱バンダイナムコゲームス

　「烈車戦隊トッキュウジャー」（毎週日曜日朝7:30 ～、テレビ

朝日系で放送中）に登場する合体ロボット。子どもたちに大人

気の「鉄道」をモチーフにした「烈車合体シリーズ」に、ディ

ーゼル車両型の烈車が登場。タンクレッシャー、カーキャリア

レッシャー、ディーゼルレッシャー 3編成のトッキュウレッシ

ャーが烈車合体することで、ディーゼルオーになります。また、

この3編成のトッキュウレッシャーを連結すると全長約900mm

の車両に。さらに「烈車合体 DXトッキュウオー」（発売中／オ

ープン価格）と超烈車合体することで、「超トッキュウオー」が

完成します。各トッキュウレッシャーの先頭車両は「変身ブレ

ス トッキュウチェンジャー」（発売中／4,212円）など、なり

きりアイテムとの連動遊びも楽しむことができます。

バンダイビジュアル㈱
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超トッキュウオー

りアイ

DXトッキュウオー（別売）

烈車合体

DXディーゼルオー

超烈車合体
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