
――グループ社員間の交流は進

んでいますか？

須

――管理部門の再編はいつごろ実施

する予定ですか？

須
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経営統合から1年が過ぎ、各SBU

（戦略ビジネスユニット）でさまざま

なシナジーが登場しています（詳細

は11ページ参照）。

今回の巻頭特集は、グループシナ

ジーの進捗状況、上半期の業績、そ

して年末年始を中心とする下期の展

望を、㈱バンダイナムコホールディ

ングスの 須武男社長に聞きました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

――経営統合から１年が経ちました。

グループの現状はいかがですか？
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Management Eyes

（次ページに続く）

株式会社バンダイナムコホールディングス　
代表取締役社長　 須 武 男

上期の状況と下期の展望上期の状況と下期の展望
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イ分 イ分 イ分

イ分 イ分 イ分

イ分 イ分 イ分

イ分 イ分 イ分



――海外の状況はどうですか？

須

2 BANDAI NAMCO NEWS

――上期の業績はどうでしたか？

須

Management Eyes
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年
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み

新作ゲームソフトや話題のDVDが目白押し
年末年始商戦の期待が高まる

2005年
9月 ㈱バンダイナムコホールディングス設立
12月 ㈱バンダイ、㈱ナムコの関係会社株式管理業務の一部を会社分割により

バンダイナムコホールディングスに移管
2006年
1月 米国地域持株会社NAMCO BANDAI Holdings（USA）Inc.設立

米国のゲーム事業の統合など米国地域の組織再編を実施
バンダイナムコホールディングスが㈱バンダイロジパルを株式交換に
より完全子会社化

2月 バンダイナムコグループの中期経営計画を発表
3月 ナムコから施設事業を新設分割し、新生・㈱ナムコ設立

日本国内のゲーム事業を統合し㈱バンダイナムコゲームス設立
5月 バンダイビジュアル㈱が㈱ランティスを子会社化
6月 バンダイナムコホールディングスが株式交換により㈱バンプレストを

完全子会社化
7月 バンダイナムコグループの事業アドバイザーに田�學氏が就任

英国で複合型ボウリング施設を取得
バンダイビジュアルと㈱バンダイチャンネルの共同出資で㈱アニメチャ
ンネルを設立

9月 バンダイが㈱シー・シー・ピーを子会社化

イ分 イ分 イ分

イ分 イ分 イ分
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――ドイツ玩具メーカーへのTOBが

不成立でしたが、経営への影響は？

須

――ラジコン模型などを手がけている

シー・シー・ピーを買収しましたね？

須

――下期の期待を聞かせてください。

須

FinanciaFinancia l l DatDat aa

中間純利益

11,01118,56117,263

経常利益営業利益

23,50040,50040,000

2007年3月期
通期見込 470,000

206,636

売 上高

2007年3月期の連結業績

＜トイホビー事業＞

＜アミューズメント施設事業＞

＜ゲームコンテンツ事業＞

＜ネットワーク事業＞

4,516映像音楽コンテンツ 19,282

540ネットワーク 6,266

1,853ゲームコンテンツ 57,007

1,883アミューズメント施設 43,216

8,186ト イ ホ ビ ー 85,784

営業利益事 業 分 野 売上高
中
間
期
事
業
別
内
訳

（単位：百万円）

＜映像音楽コンテンツ事業＞

上期の状況と下期の展望

※見通しに関しては、種々の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。

当期純利益経常利益営業利益売上高

2007年3月期
中間期実績

イ分 イ分 イ分

イ分 イ分 イ分

イ分 イ分 イ分
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News Topics

タレントのはなわさんも出演したステージショー
（たまごっちスペシャル学園祭）

携帯型液晶ゲーム「デジウィンドウ」向けに
オリジナルデジモンが獲得できるサービス開始

©本郷あきよし・東映アニメーション・フジテレビ

「Let's ! TVプレイ」シリーズに
“脳トレ”系の新商品登場

シリーズ第4弾“たまスク”の発売に合わせ
キャラクターイベントを続々開催

©BANDAI 2006



52006 December No.6

セイカとコクヨS&Tの共同企画商品
「たまごっちの住むカドケシ」登場

女王アリが卵を産み、はたらきアリがせっせと巣穴を
掘り、餌を捕獲し、敵と戦う……。そんなアリの不思議
な生態をシミュレーションした大人のためのデジタル液
晶インテリアトイです。日本全国に生息するクロヤマア
リがモデルで、日本蟻類研究会が監修。巣穴のパターン
は100種類以上あり、さまざまな生態観察をお楽しみい
ただけます。日付・アラーム機能付きの時計画面には、季
節や天候の移
り変わりの景
色を表現。青
白く点灯する
バックライト
がお部屋をム
ーディーに演
出します。

㈱ウィルコ
ムの多機能通
信モジュール
W-SIMを搭載
したPHS端末
「キッズケータ
イp a p i p o !」
に、待望の男
児向けデザイ
ンが登場しました。クールな「オーシャンブルー」と「ド
ラゴンブラック」の2種類で、インプリゲームにはボー
ルのスピード測定ができる「スピードギア」を搭載しま
した。女児向けの新デザイン「ハローキティバージョン」
も同時発売し、12月中旬には「たまごっちスクールバー
ジョン」が発売されます。

ant's life studio（アンツライフスタジオ）

キッズケータイ papipo! ボーイズバージョン
発売中／デザイン2種・オープン価格　㈱バンダイ

トイホビー

「くまのがっこう」シリーズを手がけたキャラ研が贈る
新しい絵本 「たまごっち　学校生活応援」シリーズは、
従来のたまごっちの元気なイメージとはひと味違い、や
わらかいタッチのイラストで描かれた絵本です。今回発
売された「ゆうきをだして」と「なかまがいれば」は、
子供たちが幼稚園や小学校で直面する問題に、「こうやっ
て解決していこうよ」と提案していくストーリー。文は
「くまのがっこ
う」シリーズ
でおなじみの
あいはらひろ
ゆき、絵は新
人のいいじま
ありが担当し
ました。

絵本「なかまがいれば」「ゆうきをだして」
発売中／各840円 ㈱キャラ研（出版社：岩崎書店）

米国で人気のTVアニメ「BEN10」
バンダイアメリカの玩具も好調に推移

（表示価格はすべて税込です。仕様・発売日・価格などは本紙発行時点の情報につき、変更になることもあります）

発売中／7,980円　㈱バンダイ

©BANDAI 2006

©BANDAI・WiZ 2004

©BANDAI 2006

©BANDAI・WiZ 2004

LED点灯時

「たまごっちの住むカドケシ」 発売元：セイカ、販売元：コクヨS&T

©CARTOON NETWORK,the logo,BEN10 and all related characters 
and elements are trademarks of and ©Cartoon Network.
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News Topics

バ
ン
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屋
・
拠
点
を
統
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■新統合拠点の概要（予定）
住所：東京都品川区東品川4－5－15
交通：りんかい線 品川シーサイド駅　

京浜急行線 青物横丁駅 各徒歩5分
建物：敷地面積4,158坪

延床面積13,372坪
フロア地上９階、地下１階

オリジナル絵本「みのりちゃん」シリーズ第2作
「みのりちゃんのみんなでごはん」発売

バンダイナムコグループの次世代ゲーム機向けロンチタイトル

バンプレスト

バンダイナムコ
ゲームス

クレヨンしんちゃん　
最強家族カスカベキングうぃ～

縁日の達人

リッジレーサー７

タイトル

機動戦士ガンダム
Target in Sight

価格 ジャンル 発売元

たまごっちの
ピカピカだいとーりょー！

SDガンダムスカッドハンマーズ

6,090円

5,040円

7,329円

7,329円

6,090円

6,090円

ファミリー
アクション

縁日体感ゲーム

レース

アクション・
シューティング

パーティー
ボードゲーム

アクション

PS3専用ソフト「機動戦士ガンダム Target in Sight」
©創通エージェンシー・サンライズ

©2006 NBGI

次世代ゲーム機PS3、Wiiの発売日に
ロンチタイトル6作品を一挙投入

Ｐ
Ｓ
3

Ｗ
ｉ
ｉ

イ分 イ分 イ分

機種



脳の研究でおなじみの川島隆太・東北大学教授がゲームの監修を担当した
業務用ゲーム機。さまざまな種類があるトレーニングに応じて、前頭葉や
頭頂葉、側頭葉を活性化することができます。また、ネットワークにつな
げば、店内だけではなく日本中のプレイヤーと同時にプレイすることが可

能で、大人数で楽しく成績を競い合うこともで
きます。なお、気になる自分の
「脳年齢」は、リライタブルカ
ード（ゲームのデータを記録する
ための別売りカード）に記録され
るトレーニング結果から、いつ
でも確認することができます。
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ヨーヨー釣り、射的、輪投げなど、日本人なら誰でも知っている「縁日」
の屋台遊びを体験できるWi i用“縁
日体感ゲーム”です。Wi i独特のコ
ントローラーが、あるときはコルク
鉄砲に、またあるときはヨーヨー釣
りのコヨリにと縁日の屋台で遊ぶ道
具に早変わり。子どもから年配者ま
で直感的に遊べるお祭りゲームにな
っています。

ゲームコンテンツ

（表示価格はすべて税込です。仕様・発売日・価格などは本紙発行時点の情報につき、変更になることもあります）

今年でTV放送15周年を迎える人気アニメ「クレヨンしんちゃん」をテー
マにしたWi i専用ゲームです。風船割りゲーム、だる
まさんが転んだ、ゴルフなど、“家族や友人と集まって
遊べるミニ・ゲーム集”をコン
セプトに、幅広い年齢層の方が
参加できるシンプルなルールと
なっています。Wiiならではの
直感的な操作が、ゲームの楽し
さを倍増してくれます。

Wii専用ソフト
「クレヨンしんちゃん　最強家族カスカベキング　うぃ～」

12月2日発売予定／6,090円 ㈱バンプレスト

Wii専用ソフト
「縁日の達人」

12月2日発売予定／5,040円　㈱バンダイナムコゲームス

業務用ゲーム機
「みんなで鍛える全脳トレーニング」

今冬導入予定　㈱バンダイナムコゲームス

©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日 ©BANPRESTO 2006 

バンプレストがネットアニメ発の
新キャラ「やわらか戦車」を商品化

「ジオン公国軍」のモビルスーツ「ザク」のパイロッ
トとなり、「地球連邦軍」と戦う業務用ゲーム機です。
プレイヤーは「ザクマシンガン」を使い、全４ステー
ジからなる戦場で戦います。また、原作の特徴的な造
形を再現した「ザクマシンガン」に、バイブ
レーション機能を内蔵。プレイヤーはマシン
ガンを発砲する“反
動”を腕に感じるこ
とができ、臨場感溢
れるプレイを楽しむ
ことができます。

業務用ゲーム機
「機動戦士ガンダム スピリッツ オブ ジオン～修羅の双星～」

12月導入予定　㈱バンプレスト

©2006 NBGI

©2006 NAMCO BANADAI Games Inc.

■「やわらか戦車」概要

l ivedoorインターネ

ットアニメーションで

「やわらか戦車」第１話

を2005年12月に公開。

2006年3月28日には

NHKの「おはよう日本」

で「ネットアニメから生

まれたヒット作」として全国放送される。（10月

現在、第７話まで公開中）

■作者「ラレコ」

「やわらか戦車」「くわがたツマミ」などが話題

のWebクリエイター。作者公式ブログとして

「やわらか戦線異状なし」がある。

©ラレコ／ネトアニ

©ラレコ／ネトアニ

©創通エージェンシー・サンライズ



News Topics アミューズメント施設
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9月にオープンした“シナジー施設”
「ヒーローズベース」が好調に推移

札幌に礫岩浴などの施設を多数導入した
「スパ・リゾート SALIA」をオープン

「たまごっちパーク」
大阪市にオープン

9月25日に行われた内覧会に出席したグループの
経営陣など

＊礫岩浴（れきがんよく） 日本、米国をはじめ世界各国で「物質活性化
方法および装置」という名称で特許を取得している“SEVナチュラルイオ
ンシステム”と、発汗作用の高い遠赤外線を放射する見立礫岩を組み合わ
せたお湯や水を使用しない日本初の温浴設備

「りらくの森」「デザートフォレスト」
金沢駅前に同時オープン

■スパ・リゾート SALIAの概要
所在地　北海道札幌市
面積　約1,000坪
内容　浴室、プール、礫岩浴、アカスリ、
リラックスルーム、タイ古式健康法、バ
リ式エステ、ボディケア、足底健康法、
レストランなど

■金沢りらくの森
所在地　石川県金沢市
面　積　約127坪
内　容　岩盤浴ゾーン「ストーンフォ
レスト」、複合トリートメントゾーン
「ドゥーラ ヴィラス」、スピリチュア
ルヒーリングゾーン“占いパーク”
「占者ストリート」

■金沢デザートフォレスト
所在地　石川県金沢市
面　積　約125坪
内　容 「スイーツマルシェ」、カフェ、
軽井沢クレープリー「アンジェリー
ナ」、「佐世保バーガー ビッグマン」

金沢デザートフォレスト

©BANDAI・WiZ 2004



映像音楽コンテンツ

（表示価格はすべて税込です。仕様・発売日・価格などは本紙発行時点の情報につき、変更になることもあります）

人気シリーズ「攻殻機動隊S.A.C.」のオリジナル長
編最新作が、２年の沈黙を破り発売されました。圧倒的
なノンストップアクション・サスペンスは、必見の内容、
クオリティとなっています。初回封入特典には288ペー
ジの絵コンテと設定資料集が付
属しています。また、毎回封入
特典として、作品の世界観やメ
インスタッフのインタビューを
中心に解説した「Work World
Fi le 作品世界 徹底検証！」や、
ショートアニメ「ウチコマナ
日々」などを収録した特典ディ
スクが封入されています。

DVD「攻殻機動隊STAND ALONE COMPLEX 
Solid State Society」

発売中／10,290円　バンダイビジュアル㈱

日清カップヌードルのテレビCFと完全タイアップし
た話題のSFドラマ「FREEDOM」のOVA第１巻がつ
いに登場。テレビCFの世界やキ
ャラクターたちの壮大なストー
リーを描いています。ジャケッ
トには描き下ろしイラストを使
用しているほか、スーパージュ
エルケース＋アートケースの豪
華な仕様。メイキング映像など
の映像特典も毎回付属の予定で
す。

DVD「FREEDOM1」
発売中／3,990円　バンダイビジュアル㈱

©士郎正宗・Production I.G／講談社・攻殻機動隊製作委員会

©2006 FREEDOM COMMITTEE

総合アニメサイト「.ANIME」のトップページ
（http://www.dot-anime.com）

総合アニメサイト「.ANIME」オープン
限定商品の販売やポイントサービスも実施

「Amazon Unbox」内の「BANDAI CHANNEL」

バンダイチャンネルが米国アマゾンドットコムの
映像デジタル配信サービスにコンテンツを提供

92006 December No.6

バンダイチャンネルとUSENが
子供向け無料映像サイト開設

©2005 BoNES／Project EUREKA・MBS ©創通エージェンシー・サンライズ・毎日放送



で楽しんでいる
姿もよくみかけ
ます。また、欧
米を中心とした
海外の方に人気
が高く、実際に
購入して下さる
方も多いです
ね。海外のメデ
ィアにもいくつか取り上げられています。
�今後の展望を聞かせてください。

�キャラクターアパレルを積極的に展開す
ることで、10～20代の女性の意識を変え
ていきたいです。その女性たちが数年後に
親になった時に、バンダイのキャラクター
衣料を選んでいただけたら嬉しいですね。
そのためにも、いかにマスに持っていくか
が今後のプロジェクトの重要な課題です。

10 BANDAI NAMCO NEWS

PortraitPortrait 「KIRAKIRAJAPAN PROJECT」のプロジェクトリーダー

バンダイ アパレル事業部 新規開発チームリーダー 布施美佳子

アパレルメーカーを経て1999
年入社。今回のプロジェクト
は2002年の社内論文で本人
がグランプリを受賞した企画
が基になっている。

バンダイはこの９月に、2005年11月よ

り展開中の「KIRAKIRAJAPAN PRO-

JECT」の専門店をラフォーレ原宿（東京

都渋谷区）3.5階にオープンしました。今

回はプロジェクトリーダーを務めるバンダ

イアパレル事業部の布施美佳子リーダーに

今後の戦略について聞きました。

�キラキラジャパンプロジェクトとは？

�このプロジェクトは、バンダイと「コド
ナ（コドモなオトナ）」なクリエイターたち
が作り出す「モノ」や「コト」により、“太
陽のようにキラキラ輝く新しい日本を世界
に発信する”ことを目的としてスタートし
ました。20～30代のコドナをターゲット
に、衣料・雑貨・ぬいぐるみなどさまざま
なジャンルで、日本の「イキオイ」や「カ
ガヤキ」を感じさせる商品の創造に取り組
んでいます。これまではミュージアムショ

ップや展示会などの販売が中心で、専門店
を出店するのは今回が初めてです。
�今回オープンした専門店の役割は？

�プロジェクトのブランド価値を高めるた
めのフラッグシップショップ、そして参加
しているアーティストの基地という要素が
強いです。ユーザーと直接コミュニケーシ
ョンがとれることも、企画開発に非常に役
立っていますね。まだ商品の品揃えも十分
とは言えないのですが、多くの方に楽しん
でいただいており、滞在時間が長く、リピー
ターも多いです。商品の下げ札にバンダイ
マークを入れたのですが、それによってさ
らに「おもしろい」「かわいい」というイ
メージを持っていただけました。
�お客様はどういう方が多いですか？

�10～20代の女性に加え、親子連れも多い
です。お子様が店頭に設置したガシャポン

幅広い年齢層に大人気のカエルのキ
ャラクター「FROG STYLE（フロ
ッグスタイル）」をモチーフにした純
銀製の「ピンクゴールドフロッグ」を、
バンダイネットワークスが運営する
通販サイト「LaLaBit Market（ララ
ビットマーケット）」で限定販売して
います。フロッグスタイルは2003年
に発売したカプセル専用自販機（ガシ
ャポン）の商品で、文具や雑貨など
でも展開しているバンダイのオリジナ
ルキャラクターです。「ピンクゴール
ドフロッグ」は、各269（フロッグ）
個の限定受注生
産品で、キーチ
ェーンとして、
またペンダント
トップとしても
使用できます。

ピンクゴールドフロッグ

ネットワーク

バンダイネットワークスが903iシリーズ発売と同時に
機動戦士ガンダムのコンテンツ配信をスタート 限定受注販売　17,850円

予約受注期間：12月25日まで（予定）
バンダイネットワークス㈱

News Topics

バンダイネットワークスの携帯電話向けゲームが
バンダイの液晶ゲーム「デジウィンドウ」と連動

©創通エージェンシー・サンライズ・
毎日放送　©BANDAI NETWORKS

©BANDAI 2002 

©本郷あきよし・東映アニメーション・フジテレビ　©BANDAI NETWORKS



★トイホビー×アミューズメント施設

★トイホビー×ゲームコンテンツ

★ゲームコンテンツ
×映像音楽コンテンツ
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★トイホビー×ゲームコンテンツ

★トイホビー×アミューズメント施設×ゲームコンテンツ

★ゲームコンテンツ×ネットワーク

Group Synergy

©サンライズ・バンダイビジュアル

バンダイナムコグループは、2005年9月の統合以来、各

SBU（戦略ビジネユニット）が持つキャラクター、ロケーショ

ン、テクノロジーなどのノウハウを活用し合いながら、さまざま

なシナジー企画に取り組んでいます。

今回はグループシナジーの具体的な成果をご紹介いたします。 「ナムコ　ワンダーパーク　ヒーローズベース」

Let's! TVプレイCLASSIC
ナムコノスタルジア

©創通エージェンシー・サンライズ
©BANDAI NETWORKS ©NBGI

各SBUで続々と統合シナジーを発揮

EX MODEL ADF-01F-FALKEN

「パシャパシャシール　
たまごっちとたまツーしょっと！」

©NBGI ©BANDAI・WiZ 2004

ヒーローズベース内の「C2ファクトリ
ー」ではカプセルトイや玩具菓子を販売

映像制作中の「アイドルマスター
XENOGLOSSIA」（仮）

SDガンダムRPG

「機動戦士ガンダム 戦場の絆」
©創通エージェンシー・サンライズ



バンダイはこのほど、㈱シー・シー・
ピーの全株式（6,000株）をカシオ計
算機㈱より取得しました。シー・シー・
ピーは、バンダイが展開していない
車・飛行機・ホバークラフトなどのラジ
オコントロール模型や、生活家電製品
の企画・開発・生産分野で高い企画開発
ノウハウを保有しています。バンダイ
はシー・シー・ピーの株式取得により、
トイホビー事業のカテゴリーをさらに
強化するとともに、キャラクターマー
チャンダイジングのノウハウを活用し
たラジオコントロール模型など、両社
のシナジーを発揮させながら商品開発
を行っていく予定です。

株式会社シー・シー・ピーの概要

代表者　代表取締役社長　荻原信昭
所在地　埼玉県川口市栄町3－1－8
主な事業内容
●玩具・ホビー商品の企画・開発・製造、国内
および輸出販売

●国内外向け玩具・ホビー・家電製品OEM
の企画・開発・製造、国内および輸出販売
●家電製品の企画・開発・製造・国内販売

シ
ー
・
シ
ー
・
ピ
ー
の
株
式
を
取
得

赤外線ヘリコプ
ター
「HoneyBee
（ハニービー）」
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Business Angle

トイホビー分野でNO.1を維持するとともに
F1層や団塊の世代向け商品にもチャレンジ

――トイホビーSBUの上半期の状況

を教えてください。

上野

――国内の状況はどうでしたか？

上野

――主力キャラクターの状況は？

上野

――ガンダムはどうですか？

上野

玩具業界にとって一番の需要期である年末年始商戦が近づいてきました。

バンダイナムコグループでトイホビーSBU（戦略ビジネスユニット）の主幹で

あるバンダイは、今年も得意とするキャラクター玩具を中心にトップシェア

を目指します。今回はバンダイの上野和典社長に、トイホビー事業の現状と年

末年始商戦に向けた意気込みを聞きました。



■上野
うえの

和典
かずのり

社長のプロフィール
＜経歴＞ 1953年9月16日生　神奈川県出身
77年4月　㈱バンダイ入社
91年4月　自販キャンディ事業部部長
99年4月　ライフ事業本部副本部長
99年6月　執行役員ライフ事業本部副本部長
00年4月　執行役員キャラクタートイ事業部

ゼネラルマネージャー 兼 トイ事業戦略室
ゼネラルマネージャー　　　

01年6月　取締役就任
03年4月　常務取締役　トイホビーカンパニープレ

ジデント 兼 ガンダムマネージャー
04年4月　常務取締役 トイホビーグループリーダー

兼 チーフガンダムオフィサー（CGO）
兼 トイホビーカンパニープレジデント

05年6月　㈱バンダイ代表取締役社長に就任

――シー・シー・ピーの全株式を取得

しましたが、この狙いは？

上野

――経営統合から1年。何か変化し

たことはありますか？

上野

――今後の方針を聞かせてください。

上野

（社長室 広報IR担当）

株式会社バンダイ 代表取締役社長 上 野 和 典

編編編編 集集集集 後後後後 記記記記

経営統合によるシナジーが
さまざまな形で現れている
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年末年始商戦 期待の商品

轟轟戦隊ボウケンジャー

超絶轟轟合体DXダイボイジャー

トレジャーガウスト
ストラップハンター

ふたりはプリキュア SplashStar

エクセレントシリーズ
スプラッシュコミューン

©2006 テレビ朝日・東映AG・東映　©BANDAI 2006 ©ABC・東映アニメーション
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古紙配合率100％の再生紙と大豆インキ（SOYINK）を使用しています。

たまごっちスクールせーとぜーいんしゅーごっち！ 発売中／2,940円（4色） ㈱バンダイ

Close-up Products

©BANDAI・WiZ 2004

コードギアス 反逆のルルーシュ TBS・MBS系列 毎週金曜日25時55分～放送中 グループ各社

（表示価格はすべて税込です。仕様・発売日・価格などは本紙発行時点の情報につき、変更になることもあります）

プレイステーション3用ソフト「リッジレーサー7」 発売中／7,329円　㈱バンダイナムコゲームス

©2006 NAMCO BANDAI Games Inc.

©SUNRISE/PROJECT GEASS・MBS
Character Design ©2006 CLAMP

「BIGLOBEストリーム」アニメチャンネルにて配信中　　（放送時間帯などは地域によって異なります）


