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Management Eyes

経
営統合から1年を迎えて
営統合から
年を迎えて
経営統合から1年を迎えて

グループのノウハウの融合により
シナジー効果が具現化

イ分

イ分

イ分

2 0 0 5 年 9 月 に バンダイとナム

た。
「お互いの会社をもっと知り

コが経営統合し、共同持株会社の

たい」、「グループの人たちと

㈱バンダイナムコホールディングス

もっとコミュニケーションをと

を設立してから、まもなく1年になろ

りたい」という社員が増えてい

うとしています。今回はこの 1 年の

ます。すでに人材公募や次世代

歩みを振り返るとともに、着実に進

のリーダーを育成するプログラ

んでいる再編やグループシナジーに

ムを共同で行っていますが、さ

ついて、バンダイナムコホールディ

らに幅広い層の社員が参加し、

ングスの 須武男社長に聞きました。

交流を深められる機会を設けた

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

いと思っています。また、社員

――経営統合から1年になります。

の意見や提案をどんどん吸い上

須

わずか1年の間に、これだけ

げられる環境づくりを行ってい

バンダイナムコホールディングスの 須武男社長
（10周年を迎えたナムコ・ナンジャタウンのエントランス）

速いスピードで再編できたことに対

きたいと思います。

して、関係者の皆様に心よりお礼を

―― グループシナジーの具体的な成

これもバンダイナムコグループだか

申し上げたいと思います。

果は現れていますか？

らこそ実現した業務用ゲーム機であ

この1年を振り返りますと、まず

須

さまざまな事業分野でグルー

イ分

イ分

イ分

り、グループの技術の粋が集められ
ています。

国内では、昨年12月に関係会社株

プシナジーが発揮されていますが、

式管理業務などを持株会社へ移管し、

アミューズメント施設では、バンダ

このほかにも、各SBU（戦略ビジ

今年1月には株式交換によりバンダ

イナムコグループのノウハウを融合

ネスユニット）や地域でコスト削減

イロジパルを完全子会社化しました。

させた「ナムコ ワンダーパーク

など効率化に取り組むとともに、さ

また、3 月には施設運営を行う新生

ヒーローズベース」が、9月28日に

まざまなシナジー企画を着々と進め

ナムコを新設分割により設立し、バ

川崎駅前にオープンします。これは

ています。

ンダイとナムコのゲーム事業を統合

経営統合の集大成とも言える大型施

してバンダイナムコゲームスを設立

設で、バンダイが得意とするキャラ

するとともに、2 社のバックオフィ

クターマーチャンダイジングのノウ

ス機能を集約しました。6 月にはバ

ハウと、ナムコのロケーションのノ

ンプレストも株式交換により完全子

ウハウが活かされているほか、統合

イ分

イ分

イ分

会社化しました。

記念論文で提案された社員のアイデ

一方、海外でも、北米地域の組織

アが活かされるなど、バンダイナム

再編を行い、今年1月に地域持株会

コグループのシンボリックな施設に

社を設立し、事業会社の再編も行い

なると考えています。

（次ページに続く）
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はほぼ終了し、中期経営計画の推進

よいよバンプレストとバンダイナム

にあたり、最適な経営体制が整って

コゲームスのシナジーが融合したコ
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各SBUともに第1四半期は好調に推移し
順調なスタートを切った新・中期経営計画

地域ではボウリング場などとの
複合展開を行いました。7 月には新

――新・中期経営計画がスタートしま

のシナジーサービス「SDガンダム

たにイギリスで複合ボウリング施

したが、第1四半期の業績はどうで

RPG」を投入するなど、堅調に推移

設 4 店舗を取得するなど、地域特

したか？

しています。映像音楽コンテンツ

性や環境に合わせた展開を推進し

全体的に好調に推移し、当初

SBUは、DVD販売が引き続き好調

ています。

の計画通りの実績となりました。各

ですので、中期経営計画は順調なス

アジア地域では、トイホビーSBU

SBU（戦略ビジネスユニット）の状

タートを切ることができたと思って

やアミューズメント施設 SB U を中

況では、まずトイホビーが好調でし

います。

心に堅調でした。また、インドでの

た。
「たまごっちプラス」シリーズが

―― 海外における事業の進捗状況を

引き続き人気ですし、データカード

教えてください。

須

「Power Rangers」の導入など新
たな展開にも着手していますが、中

須 トイホビーSBUでは、
「たま

ダスも牽引しています。

国同様こちらも中長期的に育成して

アミューズメント施設SBUは、昨

ごっち」の人気が全世界で続いてい

年は苦戦しましたが、今年に入って

ますし、
「 P o w e r R a n g e r s 」シ

いずれにしても海外事業の強化は

から回復基調にあり、しかも今期中

リーズが欧米地域で好調です。ゲー

中期経営計画における重要なファク

に10店舗以上の大型施設のオープ

ムコンテンツSBUは、国内同様家

ターの 1 つです。このたび実施した

ンを予定していますので、今後に期

庭用ゲームソフトが第2四半期以降

ドイツの玩具メーカーの完全子会社

待できます。ゲームコンテンツSBU

に注力タイトルが集中しているほか、

を目的とした公開買付は成立しませ

は、家庭用ゲームソフトの注力タイ

「タイムクライシス4」の導入もあり、

んでしたが、今後も地域特性を考慮

イ分

イ分

イ分

トルが第 2 四半期以降に集中してい
ますが、
「タイムクライシス4」など
業務用ゲーム機が好調です。
ネットワーク SB U は、グループ

今後に期待が持てそうです。
アミューズメント施設 S B U は、

いきたいと思います。

しつつ、バンダイナムコグループの
既存事業の補完や拡大、新規事業の

アメリカ地域では引き続きレベニ

創出に前向きに取り組み、海外事業

ューシェア拠点の拡大やコスト削

の強化を図ります。

所有する東ハトの株式を山崎製パンに売却
今後も事業面でコラボレーションを展開

グループの事業アドバイザーに
日本トイザらスの田崎學氏が就任

バンダイナムコホールディングスは7月に、保有して

バンダイナムコホールディングスの事業アドバイザ

いた㈱東ハトの株式 4 9 , 2 9 4 株（発行済株式総数の

ーに、7月1日付で田崎學氏が就任しました。田崎氏は

37.7％）のうち、42,761株を山崎製パン㈱に売却し

今年4月まで10年以上にわたり日本トイザらス㈱の代

ました。

表取締役を務め、同社の発展に大きな役割を果たして

バンダイナムコグループは2003年5月に東ハトに

きました。今後はエンターテインメント業界および流

資本参加しました。以来、東ハトの菓子と、バンダイの

通業界における豊富な経験とノウハウを活かし、経営

キャラクターマーチャンダイジングのノウハウを融合さ

戦略や新規事業などについてアドバイスをいただく予

せたコラボレーション商品を展開してきました。この結

定です。なお、田崎氏は就任に当たり、次の通りコメ

果、バンダイでは従来の玩具菓子だけでなく、菓子にウ

ントしています。

ェイトを置いた商品の本格展開が加速。今年3月に発売

2

減で効率化を進めるとともに、欧州

「経営統合により誕生したばかりのバンダイナムコグ

したコラボレーション商品の「チョコビ」は、570万

ループは、新たなチャレンジの可能性にあふれており、

個以上（6月末現在）を販売するヒット商品となってい

このタイミングでバンダイナムコグループの事業に携

ます。

わらせていただくことを個人的にも楽しみに感じてい

バンダイナムコグループでは、今後も東ハトとの良好

ます。今後は、これまでの経験を活かし、商品・サー

な関係を継続し、事業面でコラボレーションを展開して

ビスと施設運営の両面から、バンダイナムコグループ

いくほか、山崎製パンともビジネスパートナーとしての

の成長に少しでも貢献させていただきたいと考えてお

取り組みを進めていきたいと考えています。

ります」
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経
営統合から1年を迎えて
営統合から
年を迎えて
経営統合から1年を迎えて
持株会社の役割は
一歩も二歩も先を見ること
――元トイザらス社長の田崎學氏が、

ンスを強化し、グループの真の

このほど事業アドバイザーに就任し

企業価値を創生していくことを

ましたね？

目的にしています。ですから持

須 田崎さんはトイザらスでCEO

株会社は、個々の事業会社と同

（最高経営責任者）を務めた方です

じ目線であってもいけないです

が、我々の要請を受けていただき、

し、事業会社とかけ離れた目線

このたびトイザらスで培った経営の

であってもだめです。一歩も二

ノウハウを活かし、バンダイナムコ

歩も先を見て、適正な経営判

グループの戦略や新規事業に関して

断を行い、事業会社の公平な評

アドバイスしていただくことになり

価や、経営資源の有効配分を実

ました。田崎さんご自身も、ナムコ

行しなければなりません。そ

の施設運営やバンダイのキャラクタ

して何よりも大切なことは、

ーマーチャンダイジングに大変興味

グループ社員を盛り上げてい

があるということですので、現場を

く求心力を持たなければなら

見て感じたこと、改革すべき点など

ないということです。

だき、この場を借りて改めてお礼を

その意味でも緊張の日々ですが、

を会議で発言していただいたり、私

申し上げます。厳しいご意見もいた

に直接報告していただき、経営に活

幸いなことに、第1四半期は社員の

だきましたが、これもすべてバンダ

かすことができればと思っています。

頑張りで良いスタートを切ることが

イナムコグループを愛し、今後に期

―― 持株会社の役割をどのように考

できましたから、この流れを止めな

待してくださっている証であると受

えていますか？

いように気を引き締めていきたいと

けとめております。頂戴したご意見

思っています。

を大切にしながら、今後の経営に活

須

純粋持株会社体制とは、経営

戦略の策定・管理機能と、執行機能

最後になりましたが、6月に開催

を明確に分離することで、経営のス

された株主総会には、約1,000人も

ピードを速め、コーポレートガバナ

の大勢の株主の皆様にご出席をいた

Financia l Dat a

かしていきたいと思っています。
何卒、今後もご支援のほどよろし
くお願いいたします。

2007年3月期第1四半期決算

バンダイナムコグループの2007年3月期第 1 四

トは注力タイトルが第2四半期以降に集中しているた

半期連結業績（2006年4月〜6月）は表の通りとな

め堅調な推移となり、業務用ゲーム機は6月に発売し

りました。

た「タイムクライシス4」が国内外で好調な出足とな

トイホビー事業は、前期に引き続き「たまごっちプ
ラス」シリーズが全世界で人気となるとともに、女児

りました。
このほか、ネットワーク事業は高付加価値ゲームコ

層などのターゲット拡大を図った「データカードダス」

ンテンツの積極的な投入により、収益基盤の強化を図

が好調に推移しました。また、
「轟轟戦隊ボウケンジ

ったほか、ネット広告事業への参入を行いました。映

ャー」や「仮面ライダーカブト」などの男児キャラク

像音楽コンテンツ事業は、
「機動戦士ガンダムSEED

ター玩具が堅調に推移しました。

DESTINY」や「TAKESHIS'」などのDVDが好

アミューズメント施設事業は、ファミリー層の集客

調に推移しました。

が好調となるなど、既存店の売上が前
年同期比104.5％と回復基調となると

◆2007年3月期第1四半期の連結業績

ともに、新業態店舗の出店によりさら

売上高

営業利益

（単位：百万円）

経常利益

四半期純利益

なる業容拡大に努めました。ゲームコ
ンテンツ事業では、家庭用ゲームソフ

2006年4月〜6月

99,119

8,656

8,993

4,077
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News Topics
「東京おもちゃショー2006」開催
連日大盛況だったバンダイの展示ブース

ていただくために、タッチ＆トライ
コーナーなどを多く作り、ヒーロー
やヒロインによるステージショーも

「東京おもちゃショー2006」(主

目となる「スーパー戦隊」などの人

開催しました。どのコーナーも大変

催：社団法人日本玩具協会）が 7 月

気キャラクターを中心に、その歴史

な人気となり、これからのクリスマ

13日〜16日に東京ビッグサイトで

が一目でわかる特設ゾーンを設けた

ス・年末商戦が期待される盛況ぶり

開催され、国内138社、海外28社、

ほか、新商品をお客様に直接体験し

となりました。

合計166社の企業・団体が出展。3
万5,000点を超えるおもちゃが展
示されました。今年は3年ぶりに入
場無料の一般公開が行われ、土日の
2日間だけで約7万4,000人の家
族連れなどが会場を訪れました。
バンダイブースでは、生誕40周
年の「ウルトラマン」や、35周年
の「仮面ライダー」シリーズ30作

バンダイのブース

スーパーヒーローのステージショー
©テレビ朝日・東映AG・東映

たまごっちシリーズが続々と新展開
他社とのコラボレーションも活発に
「たまごっち」がグループ内外で続々と展開されてい
ます。バンダイは7月22日に「たまごっちプラス」シ
リーズの最新商品「ウラじんせーエンジョイ！たまご
っちプラス」
（2,940円）と、ボードゲーム「しあわ
せイッパイ！ゆめイッパイ！ これがたまごっちの生き
るみっちゲーム」
（3,675円）を発売。バンダイナム
コゲームスは、ミリオンヒットを記録したニンテンドー
DSソフト「たまごっちのプチプチおみせっち」の第2
弾として、
「たまごっちのプチプチおみせっちごひーき
に」
（5,040円）を7月27日に発売しました。
たまごっちは他社とのコラボレーションも積極的に
行われており、㈱日本航空が「みんなの夏空キャンペー
ン」のイメージキャラクターに採用し、
「たまごっちジ
ェット」を就航（7月14日〜8月31日）
。また日立マ
クセル㈱は、業界で初めて「たまごっち」のキャラク
ターの刻印を電池本体に施したコイン形リチウム電池
（CR2032）を8月10日に発売しました。
「たまごっちプ

DREAM RT」の協賛として7月30日に参戦しま
した。今回で 4 年目となる鈴鹿 8 耐では、徳留和樹
選手の負傷というアクシデントにも関わらず、総合
6位に入賞し、2人のライダーが懸命に疾走する姿は
7万3,000人の観衆に感動を与えました。
当日は例年大好評の「仮面ライダーKIDSなりき
りパレードラン」や「仮面ライダーVillage」など
も実施し、モータースポーツファンだけではなく、
ファミリー層に対しても「仮面ライダー」ブランド
をアピールしました。
今年は仮面ライダーの生誕35周年にあたることか
ら、さまざまな企画も実施されており、7月22日と
23日には東京ドームで「ダブルヒーローフェスティ
バル」が開催され、5万6,000人を動員しました。

も公開され、夏の

が予定されてい

話題を仮面ライ

るほか、8月より

ダーで盛り上げま

中国本土での販
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称：鈴鹿 8 耐）に、「仮面ライダーカブト Honda

ライダーカブト」

に第 4 弾の発売

4

シリーズ第5戦 鈴鹿8時間耐久ロードレース」
（通

らは「劇場版仮面

は今年の秋以降

トしました。

バンダイは、今年も「FIM2006世界耐久選手権

また、8 月 5 日か

ラスシリーズ」

売も本格スター

バンダイが今年もHondaチームに協賛
仮面ライダーカブトで鈴鹿8耐に挑戦

した。
「ウラじんせーエンジョイ！たまごっちプラス」
の発売日の様子

疾走するHondaチームの山口辰也選手
©2006 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

トイホビー
（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）

アパレル事業で
コラボレート企画を続々展開

ケロロ軍曹「ケロロ24」
発売中／3,150円 ㈱バンダイ
大好評放映中の「ケロロ軍曹」
（テ

バンダイのアパレル事業は、他企業とのコラボ
レート企画を積極的に展開していますが、このほど
子供服の大手メーカー㈱ベベと初のコラボレーシ

レビ東京系／毎週金曜17：30〜）が、
携帯液晶ゲームになって登場。ケロロ
軍曹の生活を観察しながら、タッチペ
ンを使ってお手伝いを頼んだり、ミニ

ョンを行うことになり、20〜30代の女性に人気

ゲームをすることで、さまざまなイベ

の高いアランジアロンゾ社がデザインしたキャラ

ントが発生します。また、ケロロ小隊

クター「アランジアロンゾこども」をモチーフにし

はもちろん、いろいろなゲストキャラ

たベビー服＆雑貨シリーズ「ARANZI ARONZO
kodomo×e.a.B」
を8月下旬から展開しています。
一方、2005年4月からコラボレーションを行

クターも登場します。

©吉崎観音／角川書店・サンライズ・テレビ東京・NAS

エクセレントシリーズ クリスタルコミューン
9月上旬発売予定／3,675円 ㈱バンダイ

っている㈱ユニクロとも、新しい企画が続々と進行

「ふたりはプリキュアSplashStar」
（テレビ朝日系／毎週日曜 8：30〜）

しており、9 月中旬には「たまごっちTシャツ＋

に9月から登場するアイテムです。付属のストラップで首から下げられる

ちびたまごっち 第2弾」
（1,990円）を、9月下

新しいタイプのコミューンで、「振る」＆

旬に「オセロゲーム半袖 T シャツ＋マイクロコン

「息をふきかける」の2つの動作で変身遊びや

ピ ュ ー タ ー オセ ロ 」

お世話遊びが楽しめま
す。またクリスタルコ

（1,990円）を、10

ミューン同士や、9 月

月上旬には「デジモ

下旬発売予定の「スプ
ラッシュコミューン」

ンセイバーズ長袖 T

（9 , 9 7 5 円）とも通信

シャツ＋デジモンミ

して遊べます。

ニ」（1 , 9 9 0 円）を
発売する予定です。

©ABC・東映アニメーション

ARANZI ARONZO kodomo×e.a.B
©ARANZI ARONZO INC.

ブロックレール トーマスとハロルドの空中さんぽセット
発売中／5,229円 ㈱バンダイ

夏休み期間中にイベント続々開催
「ガンプラEXPO」も初めて開催

自由に組み替えができるブロックレールを使っていろいろなコースを
作ることができるセットです。電動で走るトーマスが付属し、通常の手
転がしに新しい遊びが加わりました。またハロルドと
の空中さんぽなど、ギミ

7月〜8月にか

ックも満載です。発売中

けて全国各地でさ

のポケットファンタジー

まざまなイベント

シリーズと合わせて遊ぶ

が開催されまし

こともできるほか、1 0 月
には第2弾と拡張セットが

た。バンダイナム

発売予定です。

コグループでは、
ウルトラマンを

©2006 Gullane（Thomas）Limited.

「ウルトラマンフェスティバル 2006」の模様
©円谷プロ

サウンドロップ ドラゴンボールZ

テーマにした「ウルトラマンフェスティバル
2 0 0 6 」、キャラクターホビー商品が集まった

発売中／200円（1カプセル1個入り・全8種） ㈱バンダイ
幅広い層に人気を誇るドラゴンボールZが、ガシャポンの「サウンド

「C3×HOBBY2006（キャラホビ2006）
」
、

ロップ」に登場です。サ

そして家庭用ゲームソフトやカードゲームユーザ

ウンドロップはボールチ

ーを対象とした「ジャンプスーパーゲームツアー」

ェーンが付いた音声ギミ

などに参加。いずれのイベント会場でも、子供か
ら大人までの幅広い層にキャラクターや商品の魅
力をアピールしました。
また、8月23日〜8月30日にはバンダイ主催
の「ガンプラEXPO」を開催し、第1作目から最
新作までの世界観を映像やジオラマなどで展示し
たほか、記念限定品の販売なども行いました。

ック付きのアイテムで、
真ん中のボタンを押すと
「かめはめ波っ！」
、
「みん
な頼む！オラに元気を分
けてくれ！」
、
「気円斬！」
などと、マンガでおなじ
みの必殺技、名ゼリフが
流れます。
©バードスタジオ／集英社・東映アニメーション
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アミューズメント施設

News Topics
「ナムコ ワンダーパーク ヒーローズベース」
JR川崎駅前に9月28日オープン
㈱ナムコ（東 純社長）は、 夢のヒーローたちと出会う、触れあう、
体験する

をテーマとした約1,150坪の大型アミューズメント施設

「ナムコ ワンダーパーク ヒーローズベース」を、9月28日にJR川崎
駅前に開業する大型商業施設「ラゾーナ川崎プラザ」の4階にオープ
ンします。円谷プロダクション公認のキッズアミューズメント＆ショ
ップ「ウルトラマンCLUB」や、バンダイナムコグループならではの
強みを生かした各種ショーやイベントを日替わりで行う「HERO'S
シーツー

STAGE」
、そしておもちゃの工場をイメージした「 C 2 ファクトリー」
など、さまざまなコンテンツを楽しむことができます。バンダイとナ
ムコが経営統合して1年。その集大成ともいえるグループシナジーが
随所にちりばめられており、参加した誰もが主役（ヒーロー）になれ
る新しい施設です。なお、施設の総投資額は約10億円で、初年度は来
場者200万人、年商15億円を見込んでいます。

ナムコがヒーリング事業に参入
「ヒロット」
「ダスパ」をオープン

©円谷プロ

「ナムコ ワンダーパーク ヒーローズベース」の概要
所在地 神奈川県川崎市幸区（LAZONA川崎プラザ4階）
面 積 3,785㎡（1,145坪）
＜コンテンツ（一部）＞
◇ウルトラマンCLUB 円谷プロダクション公認のキッズア
ミューズメント＆ショップ。時間課金制の「ウルトラマンベー
ス」では、隊員になりきって思い切り体を動かして遊べます。
グッズ販売の「ウルトラマンワールドM78」は家族揃って楽し
める豊富な品揃えです。
◇HERO'S STAGE バンダイナムコの強みを生かした
キャラクターショー、人気声優のトークショー、ゲームイ
ベントなどを日替わりで行います。
◇C 2ファクトリー オモチャ工場をイメージした空間でカ
プセルトイ、玩具菓子、トレーディングカードなどのキャ
ラクターグッズを扱います。

英国の複合型ボウリング施設4店舗を取得
アミューズメント施設事業の拡大図る

ナムコはヒーリングエンターテインメントを新規事業

欧州地域におけるアミューズメント施設事業を統括

として確立させるため、トリートメントサロン業態とデ

する N A M C O O P E R A T I O N S E U R O P E L T D .

イスパ業態でヒーリング事業に参入しました。

（本社：英国ロンドン、マネージングダイレクター：マイ

本格的なトリートメントを手軽に受けられるサロン業

ク・ネビン）は、このほどイギリスのNumber Ten

態の第1弾として、日本初のセブ式ココナッツオイル・

Ltd.が保有する複合型ボウリング施設4店舗を575万

トリートメントサロン「ヒロット」を、7月15日にナ

ポンド（約11億7,000万円）で取得しました。

ムコ・ナンジャタウン内にあるヒーリングパーク「りら

今回取得した店舗は、ボウリング場、ゲームコーナー、

くの森」に直営店舗としてオープン。また、日常的に美

ビリヤードコーナー、バースペース・飲食・プライベー

と健康のリフレッシュを楽しめるデイスパ業態としては、

ト（パーティー）ルームなどを備えた複合型ボウリング

岩盤浴と「ヒロット」サロンを複合させた女性専用デイ

施設で、いずれもロンドン市郊外という立地の良さや、

スパ「ダスパ（DASPA）
」を8月8日に新横浜にオー

幅広い年代が楽しむことができるさまざまな機能を備え

プンしました。今後は、ヒーリングモール業態も併せた

て人気を集め、安定した収益をあげています。

3業態のヒーリング事業で、新しい癒しの文化を創造し、
5年後に全国60店舗、売上50億円を目指します。

バンダイナムコグループは、欧州地域では英国・スペ
インを中心に複合アミューズメント施設を展開し、
2005年度末までに12店舗の運営を行ってきました。

「ヒロット」店舗概要

今回の複合型ボウリング施設取得により、N A M C O

所在地：東京都豊島区（ナムコ・ナンジャタウン内）
面 積：49.5㎡
概 要：日本初のセブ式ココナッツオイルト
リートメント「ヒロット」を提供するサロン。
「国際ヒロット協会」公認一号店。
「ヒロット」
をリゾート地セブ島をイメージした環境演出
の中で体験できます。

OPERATIONS EUROPE

「ダスパ」店舗概要
所在地：神奈川県横浜市港北区
面 積：367㎡
概 要：デトックスを実現する代表施設であ
る「岩盤浴」に、セブ式ココナッツオイル・
トリートメントサロン「ヒロット」を併設し
た施設。各地の自然環境が産んだミネラル成分豊富な名水や地サイダーなど
を集結させた「地ドリンク博物館」も導入しています。
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LTD.では4店舗合計で初年度
年間607万ポンド（約12億
1,000万円）の売上を計画して
います。今後はバンダイナムコ
グループの他の事業とシナジー
効果を追求しながら、欧州地域
におけるアミューズメント施設
事業のさらなる売上拡大、収益
の安定化を図っていきます。

今回取得した英国の
複合型ボウリング施設

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）

米国の携帯電話向けコンテンツサービスで
ジー・モードとライセンス契約を締結
米国で携帯電話向けコンテンツサービス事業を展開してい
るNAMCO NETWORKS AMERICA INC.（本社：カリ
フォルニア州、代表取締役社長・CEO：久恒健嗣）は、㈱ジー・
モードとソースコードライセンス契約を締結しました。
ジー・モードは、パズル、対戦、アクション、RPGなど、
携帯電話向けカジュアルゲームコンテンツのラインナップを
保有しており、携帯向けゲームコンテンツの開発・配信では
パイオニア的な存在です。今回の取り組みでは米国ユーザー

ニンテンドーDS専用ソフト
「右脳の達人 ひらめき子育てマイエンジェル」
9月7日発売予定／3,990円 ㈱バンダイナムコゲームス
本作は、ゲーム内での子育てや、
さまざまなコミュニケーションを楽
しみながら、クイズに答えて右脳も
トレーニングできるゲームです。ク
イズの結果で子供の性格や容姿が変
化するだけでなく、プレイするたび
に1,000種類以上収録したイベント
を通して子供とふれあえるので、い
つでも、何度でも楽しむことができ
ます。

©2006 NBGI

のニーズに適したコンテンツをNAMCO NETWORKSへ
ライセンスします。一方、NAMCO NETWORKSは、米
国の主要携帯電話事業者に対して「パックマン」や「ディグ
ダグ」などの携帯電話向けゲームを配信する日系コンテンツ

ニンテンドーDS専用ソフト
「たまごっちのプチプチおみせっち ごひーきに」
発売中／5,040円 ㈱バンダイナムコゲームス
2005年に発売した前作が100

プロバイダーの最大手で、今回の取り組みでは技術力、開発

万枚以上のセールスを記録した

力とマーケティング力を生かし、ライセンスを受けたコンテ

おみせやさんゲーム「たまごっ

ンツをローカライズするとともに、米国の携帯電話事業者を

ちのプチプチおみせっち」シリ

通じて順次配信していきます。

ーズの第2弾。新たに9つの店舗

両社は、カジュアルゲームのニーズが拡大し、今後さらな

を新規収録したほか、
「おはなや
さん」など3店舗をリニューアル。

る成長が見込まれる米国の携帯電話向けコンテンツ市場にお

パートナーの「たまごっち」と

いて、それぞれの強みを活用し合い、事業の拡大を図ります。

一緒にお店を大きくしていき、自分だけの「ショッピングモ

©BANDAI・WiZ 2004 ©2006 NBGI

ール」を作るという楽しさが一層広がりました。

ゲームの 効能 に関するシンポジウムを開催
7月14日に「ゲームの処方箋プロジェクト」のシンポジ

プレイステーション・ポータブル専用ソフト
「ポータブルアイランド」
発売中／5,040円 ㈱バンダイナムコゲームス

ウムが開催されました。このプロジェクトは、ナムコの50
周年記念事業の一環として、早稲田大学、（財）ニューテクノ

忙しい中でもプライベートア

ロジー振興財団と連携して2005年度にスタートしたもの

イランドを散策したり、ウクレ

で、これまで社会では否定的に取り上げられることが多かっ
たビデオゲームに関して、科学的かつ中立的な視点からその
影響や特性などを評価し、良い面（効能）とその活用方法
（処方）に関して研究することを目的としています。

レの演奏を楽しんだりと、日常
の生活の中で南国のリゾート気
分を味わうことができる 癒し
ツール

のゲームです。P S P

©2006 NBGI

を組み立て式スタンドに置いて、インターネットをしながら、

今回は「心理的効果を中心としたゲームソフトの効能の調

あるいは本を読みながらといった ながら の状態で、島の

査」などに関して発表があり、2005年度に進められた4つ

景色や自然音を楽しみ、気が向いたら触って遊ぶ新しいスタ

の研究テーマのすべてにおいて、ストレスの軽減、プレイ中

イルのエンターテインメントをお楽しみください。

の活気増加、有効視野角の拡大、さらに発達障害児の82％
が精神状態をプラスに転化するなど、総じてゲームの効能が
科学的に立証されました。
今後は、効能の高いゲームソフトを選定し、その処方箋を

アミューズメント景品
「シナモロール キャラクタープラネタリウム」
9月末投入予定 ㈱バンプレスト
アミューズメント用景品として人気のサンリオキャラクタ

作成するなど、 ゲームのソムリエ 的な効能評価の確立や、

ー「シナモロール」が映し出されるプラネタリウム「シナモ

科学的な根拠に基づく心理

ロール キャラクタープラネタリ

効果のあるゲームの共同開

ウム」を、バンプレストが市場投

発、さらに子供向け遊戯施

入します。景品の電源を入れると

設に関する共同研究を行う

「シナモロール」とその仲間たち

など、人とゲームの新しい

が壁や天井に3色のカラーで映し

関係を求めて研究の第2段階
に入ります。

出され、自分の部屋をかわいらし
く演出します。また、ふたを閉め
ると自動的に電源が切れます。

©2002,2006 SANRIO CO.,LTD.
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映像音楽コンテンツ

News Topics
アニメコンテンツサイトを運営する新会社
「アニメチャンネル」を設立

DVD「機動戦士ZガンダムⅢー星の鼓動は愛ー」
発売中／6,300円 バンダイビジュアル㈱
1985年に放送されたTVシリーズに新作シーンを加えて

バンダイビジュアル㈱（川城和実社長、東証1部）は、7月

ゼータ

。その完
再構成した劇場版三部作「機動戦士 Z ガンダム」

に㈱バンダイチャンネル（松本悟社長）との共同出資で、アニ

結編となる 「星の鼓動は愛」

メーションの総合コンテンツサイトを運営する新会社「株式会

が、ついにDVDでリリースさ

社アニメチャンネル」を設立しました。バンダイビジュアルは、
映像から音楽・出版へとコンテンツの幅を広げ、インターネッ

れます。TVシリーズとは異な
る衝撃のラストシーンには、富
野由悠季総監督の 今を生きる

トなど新たなメディアを利用したコンテンツビジネスの展開を

若い世代 へのメッセージが込

目指しています。一方、バンダイチャンネルは映像配信ビジネ

められています。初回生産分に

スの分野で優れたノウハウを保有しており、㈱サンライズ（吉

のみ、富野監督とテーマ曲を手

井孝幸社長）やバンダイビジュアルが権利を有する映像作品の
配信も行っていることか
ら、両社の持つノウハウ
を共有し、より効率的に
活用するために、新会社
を設立してインターネッ
トを活用した新たなビジ
ネスモデルの構築を目指
すことにしました。
アニメコンテンツサイ
トは9月にサービスを開始
し、DVDビデオやオリジ

株式会社アニメチャンネルの概要
設 立 2006年7月19日
所在地 東京都港区東新橋1−9−2
汐留住友ビル16階
代表者 代表取締役社長 藤川正之
資本金 2億円
株 主 バンダイビジュアル㈱ 51.0％
㈱バンダイチャンネル 49.0％
決 算 2月末日
事 業 アニメコンテンツサイトの運営、
顧客情報及びポイントシステム管
理、Eコマース、アニメーション
番組の映像配信、音楽配信、電子
出版、インターネットラジオなど

ナル商品などの Ｅ コマー

がけた G a c k t の対談などを収
録した60分の特典ディスクと、
特製ケースが付属しています。

DVD「Short Cakes」
（全1巻）
9月22日発売予定／2,940円 バンダイビジュアル㈱
2 0 0 3 年夏から今年春ま
で、インターネットのホーム
ページ集合体 BOOK cafe
サイト内にある映画監督、長
澤雅彦氏のホームページで無
料配信していた連続短篇映画
「Short Cakes」
。このネッ
トシネマの第1〜6話に、オ
リジナルストーリーを3話追
加した全 9 話完全収録の

ス事業をはじめ、音楽配

D V D を発売します。人気若

信、映像配信、電子出版

手女優の相武紗季が主演する

などを取り扱う予定です。

©創通エージェンシー・サンライズ

©2006 Book inc.

オモカワイイ 連続ショートムービーです。初回生産版
には、完全密着撮り下ろしのメイキングスチールで綴られ

ガンダムの新作アニメ「STARGAZER」
ネット先行配信が好調なスタート

典にもメイキング、予告編などの特別映像を付属するなど、
特典満載の仕様となっています。

㈱バンダイ、㈱サンライズ、バンダイビジュアル㈱の3社が

DVD「ふしぎ星の☆ふたご姫Gyu！」
（全13巻）

企画・製作し、7 月より㈱バンダイチャンネルがネット先行配

第1巻 9月22日発売予定／3,990円 バンダイビジュアル㈱

信を開始したガンダムの新作オリジナルアニメーション「機動

2006年4月からテレビ東京系6局ネットで放送されてい

戦士ガンダムSEED C.E.73 −STARGAZER−」が、好

る人気TVアニメ「ふしぎ星の☆ふたご姫Gyu！」のDVD

調なスタートを切っています。この作品は、6月より配信を開

第1巻を9月22日に発売します（以降毎月1巻ずつ、全13

始したプロモーション映像が100万視聴に達し、プラモデル
も人気となるなど、配信前から注目度が高く、7月14日から

巻を発売予定）
。第2期シリ
ーズとなる「 G y u！」は、
学校に通うことになった主

開始した第1パートの有料配信※では最初の3日間で2万有料

人公のファインとレインが

視聴を記録。バンダイチャンネルの歴代最高月間販売記録を更

活躍する魔法少女アニメで

新する見込です。今後は8月18日より第2パートを、9月22

す。また、第 1 期を見なか

日からは第 3 パートを期間限定で有料配信します。また、

った人も、この 1 枚を見れ
ば新シリーズをより楽しめ

DVDはバンダイビジュアルが11月24日に発売を予定してお

る特別編集版 D V D 「ふし

り、グループ全体で同作品を盛り上げていきます。

ぎ星の☆ふたご姫Gyu！ ス

※「STARGAZER」は、全3パート（各約15分）を期間限定で、配信提携会社先のバンダ
イチャンネル・ページで配信します。期間・価格などは配信提携会社により異なる場合が
あります。
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たミニ写真集などの豪華特典が付いています。毎回映像特
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ペシャル ぐるり☆ふしぎ星
めぐり」
（全1巻、1,890円）
も好評発売中です。

©BIRTHDAY・NAS・TV TOKYO

ネットワーク／その他
（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）

「タイトルが先だ！文学賞」
最終段階となる小説の募集を開始

ケロロ軍曹 K66 折りたたみ自転車
予約受付中／25,000円（予価） バンダイネットワークス㈱
健康ブームにのって最近人気上昇中の折りたたみ自転車がケロ

バンダイネットワークス㈱（大下聡社長、JASDAQ

ロバージョンで登場します。ケロロ軍曹のイメージに合わせた黄

上場）が、㈱角川デジックス、㈱公募ガイド社と共同で

緑色のボディは、見た目にもと

4月より実施しているケータイ小説向け文学賞「タイト

てもオシャレで目を引くこと間

ルが先だ！文学賞」が、ついに最終段階となる小説の募
集を開始しました。

違いありません。商品はバンダ
イネットワークスが運営するオ
ンラインショップ「ララビットマ

最近、携帯電話で小説を読むことができるサービスが

ーケット」でしか手に入らない完

増えていますが、このケータイ小説では、ＣＤのジャケ

全受注生産で、ケロロファンに

ット買いと同様に、 タイトル買い という現象が存在

はたまらない自転車です。

します。これは画面上の限られた情報のみで購読を決定
するため、タイトルのインパクトが売上を左右するから
です。そこで、この文学賞ではまず最も重要な要素であ
る小説のタイトルを募集し、次にキャッチコピーと表紙
のイラスト、そして最後に小説を募集するという、今ま
でに類のない形態で募集を実施しています。
4月より募集した小説のタイトルには13万点以上の
応募が、キャッチコピーにも6,000点以上の応募があ
り、ケータイ小説への関心の高さを示しています。小説

携帯電話用ゲーム 「たぐほーす i 」
サービス配信中／315円（月額） バンダイネットワークス㈱
PC版ネットワークゲーム「タグホース5」の要素を惜しみなく
利用し、携帯電話向けの本格的な競馬シミュレーションゲームに
しました。自分の馬を育成し、レースに出すことを繰り返しなが
ら、愛馬を成長させていきます。自分が作成したレースに友達を
招待し、ネットワーク対戦で愛馬を競い合わせることもできます。
1万4,000頭を超えるライバル馬や血統データなど、長年の歴史の
中で培った
広大な競馬

は9月末日まで募集を行い、10月に発表する最優秀作

の世界観を

品には、携帯サイトで発売した際の印税も支払われます。

お楽しみい

「タイトルが先だ！文学賞」は、このようにユーザー参
加方式で作り上げ、ケータイユーザーのリクエストに応
えていく文学賞を目指します。

ハピネットが事業基盤の強化を目指し
大阪の玩具問屋モリガングを子会社化

©吉崎観音／角川書店・サンライズ・テレビ東京・NAS

ただけます。
©BANDAI NETWORKS・SQUEEZE
対応端末：FOMA 90xシリーズ
アクセス方法：メニューリスト→ゲーム→ゲームパック→バンダイコレクション
※月額315円でバンダイコレクション内のゲームはすべて遊ぶことができます。

バンダイビジュアルの国内物流を
ハピネットの物流子会社が受託

バンダイナムコグループで流通機能を担う㈱ハピネット

㈱ハピネットの100％子会社で、物流業務全般の

（苗手一彦社長、東証1部上場）は、6月19日に大阪の玩具

受託を行っている㈱ハピネット・ロジスティクスサー

問屋㈱モリガング（中井駿児社長）の株式99.3％を取得し、

ビス（飯田勉社長）は、9月19日よりバンダイビジ

子会社化しました。ハピネットはモリガングの子会社化によ

ュアル㈱の国内における物流業務を受託し、保管・物

り、再編の進む玩具業界において、これまでの競合関係から

流加工・配送など、同社の物流業務全般を行うことと

協働体制を構築し、相互協力を行い、さらなる事業基盤の強

なりました。

化を進めていきます。また、ハピネットがこれまで培ってき

ハピネットグループは、バンダイナムコグループ

た販売支援・物流・情報システムなどを活かしながら、両社

の流通機能を担っており、今回のバンダイビジュア

のもつノウハウの共有と活用を行い、事業の拡大と効率化を

ルとの包括的な物流業務の受託開始により、バンダ

図っていきます。

イナムコグループの流通面での効率化を図り、効果

なお、モリガング
は、これまで通り法
人組織として事業を
継続し、その中で適
正な合理化を図り、
シナジー効果の発揮
を目指します。

株式会社モリガングの概要
所在地
設 立
代表者
資本金
決算期
事 業

大阪府茨木市宮島2ー2ー67
1959年3月30日
代表取締役社長 中井 駿児
4億9,900万円
3月
玩具の販売、オリジナル商品の
企画・販売
売上高 145億円（2006年3月期）

的なグループシナジーの発揮に貢献していくことを
目指します。ハピネットではこれまでに、エンター
テインメント分野において販売支援・物流・情報シス
テムが三位一体となった最適流通システムを構築し
てきましたが、今後もこのシステムを活かしながら、
エンターテインメント業界における物流受託に積極
的に取り組んでいきます。
2006 August No.5
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Business Angle
新しい施設分野にも積極的に進出し
常に変化しながら鮮度を維持する
東京・池袋にある室内型テーマパーク「ナムコ・ナンジャタウン」が、
1996年の開園以来、今年7月で10周年を迎えました。この間、ナムコ
は、フード、ヘルス、ヒーリング、カルチャーなどの分野にも事業を広げ、
お客様の期待に応えてきました。今回はバンダイナムコグループでアミ
ューズメント施設事業を手がけるナムコの東 純社長に話を聞きました。
ナムコ・ナンジャタウンの10周年記念セレモニー

――ナムコ・ナンジャタウン（以下ナ

ムコの考え方を表現し、新しいエン

クラスとなっています。もう一つの

ンジャタウン）が10周年を迎えまし

ターテインメントを提案していく場

特長は、室内型テーマパークという

たね？

所と考えています。7 月には「りら

分野をいち早く作り上げたことです。

東

くの森」に日本初登場となるセブ式

こちらの分野でもナムコは業界を

3,200坪あり、室内型としては日

トリートメントサロン「ヒロット」

リードしています。

本最大級です。さまざまなアトラク

を新設し、占いパーク「占者ストリー

―― 新しいジャンルにも積極的に進

ションに加え、
「池袋餃子スタジアム」

ト」をオープンするなど、10周年

出していますね？

「アイスクリームシティ」などのフー

を機に4つの施設がオープンしまし

東

ドテーマパークを楽しんだり、ヒー

た。このように常に変化し、鮮度を

お子様からティーンエイジャー、フ

リングパーク「りらくの森」で心や

維持していくことが、我々の務めだ

ァミリー、そして高齢者まで、幅広い

体を癒すこともできます。ナムコは

と思っています。

層の方々がお見えになり、遊び方も

ナンジャタウンを開園して以来、従

――ナムコの施設の特長は？

さまざまです。こうしたお客様に楽

来のテーマパークとは違う新しい分

東 ナムコは1955年に、百貨店の

しんでもらうためには、ゲーム以外

野を切り開こうと、試行錯誤を繰り

屋上に木馬2台を設置して誕生しま

にもいろんな方法があると考えてい

返してきましたが、おかげさまで多

した。それ以来ずっと、我々のアミ

ます。フードテーマパークもその一

くのお客様から支持され、一つの形

ューズメント施設はファミリーを対

つですし、スパなどもそうです。ナム

が出来上がってきました。ここはナ

象にしており、この分野ではトップ

コの温浴施設は、単に温泉で身体を

ナンジャタウンは施設面積が約

Portrait

「タイムクライシス」のゲームデザイナー

㈱バンダイナムコゲームス コンテンツ制作本部 ゲームデザイナー 薩 川 隆 史
人気ガンシューティングゲーム「タイム Q 制作する上で意識していることは？
クライシス」シリーズ。発売以来 1 0 年以 A ガンゲームというのは、国内以上に欧米
上経った今でも人気を維持し、６月には業 を中心とした海外市場で人気があります。
務用「タイムクライシス４」を発売しまし 「タイムクライシス」は最初からワールドワ
た。今回は、同シリーズの立ち上げから携 イドを視野に展開していますので、日本のユ
ーザーだけでなく、世界中の誰が見てもわ
わっているバンダイナムコゲームスの薩川
かる世界観を心がけています。また、その
隆史ゲームデザイナーに聞きました。
時々の社会的な時流などを取り入れること
Q ガンゲームが好きだったのですか？
で、舞台を旬なものにしています。そのため
A 入社してすぐにシリーズ最初の業務用
「タイムクライシス」に参加し、それ以来、 にニュース映像などをこまめに録画してお
り、演出などの参考にするため週末はアク
業務用と家庭用のシリーズのほとんどに携
わってきましたが、実は入社する以前は、 ション映画を観ることに費やしています。
Q 「タイムクライシス４」の工夫点は？
ガンゲームにあまり興味がなかったので
す。詳しくなかったからこそ、客観的な視 A 最大のポイントは遊び方を声で教えるボ
イススピーカーを導入したことです。ガン
点でお客様の好みを取り入れることができ
たんだと思います。今はもちろん好きです ゲームはライトユーザーが多いので、複雑
な説明を記載するのではなく、音声で遊び
（笑）
。それにやりたいことができるという
方をアドバイスしたり、盛り上げたりする
喜びも大きいですね。
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ナムコのアミューズ施設には、

ことで、さら
に楽しさを加
えることがで
きたと思って
います。この
ほかにも米国
のアミューズ
メント施設を
まわってマー 1994年入社。入社以来「タイム
クライシス」一筋で現在に至る。
ケティング調
査を行い、その結果を新しいゲームシステ
ムや演出に反映させています。
Q 今後の展開は？
A 海外に比べると国内のガンゲーム市場は
まだ小さく、今後はターゲットの拡大を目
指し、さまざまな施策に取り組んでいきた
いと考えています。また、将来的にはさら
なる技術の進歩が見込まれますので、それ
をうまく利用して迫力やリアリティを追求
し、ユーザーが簡単に アクション映画の
主人公になったような気分 になれる商品
を提供し続けていきたいと考えています。

株式会社ナムコ 代表取締役社長

東 純

ョンさんのご協力を得て、今年で40
癒すだけではなく、そこに我々なり

周年を迎えたウルトラマンをテーマ

の遊びの要素を取り入れています。

としたキッズアミューズメント＆シ

来春、横浜市にオープン予定の「玄創

ョップの「ウルトラマンCLUB」も

工房」も、単にカルチャーをテーマ

つくります。また、バンダイナムコ

にした施設を作ろうというのではな

グループの強みであるキャラクター

く、中高年層が遊びながら自分の趣

を使ったショーやイベントを行う

味を伸ばしていくことができる空間

「HERO'S STAGE」や、おもちゃ

や時間を提供しようということです。

の工場をイメージした空間でカプセ

また、8月にデイスパをオープンす

ルトイ、玩具菓子、カードなどのキ

るなど、ヒーリング分野にも本格参

ャラクターグッズを扱う「C 2（シー

入しました。このようにナムコでは、

ツー）ファクトリー」などのスペー

フード、ヘルス、カルチャー、ヒーリ

スも設けます。ナムコではこのほか、

ング、エデュケーションなどの分野

今期中に10店舗以上の大型店の出

に事業を広げ、新しいチャレンジを

店を計画しており、アミューズメン

続けていますが、こうした新規事業

ト施設のほか、スイーツやヒーリン

でも決して「遊び」という枠から離れ

グなどの施設もオープンします。

ることなく、ナムコらしさを発揮さ

――海外展開の状況は？

せていきたいと考えています。

東

グループシナジーを発揮させ
大型店舗を続々とオープン

ひがし じゅん

■ 東 純 社長のプロフィール

アメリカ地域では現地法人のナ

＜経歴＞
76年3月
76年4月
91年6月
99年6月
02年5月

ムコ・サイバーテインメント社がアミ

04年4月

ューズメント施設を運営しており、
直営店が100店舗以上あるほか、レ

04年6月
05年4月

1953年4月18日生 京都府出身
玉川大学工学部卒業
㈱ナムコ入社
取締役営業企画部長
常務執行役員営業企画本部長
常務執行役員
ETカンパニープレジデント
専務執行役員
ETカンパニープレジデント
取締役ETカンパニープレジデント
代表取締役副社長
ロケーション事業管掌 兼
ETカンパニープレジデント
㈱ナムコ代表取締役社長に就任

―― バンダイとナムコが統合してか

ベニューシェア（オペレーション売上

ら1年。連携は進んでいますか？

歩率配分方式）によるアミューズメン

東 今度、9月28日にJR川崎駅前

ト機器の設置場所も1,000か所を

に開業するラゾーナ川崎プラザ内に、

超えます。アメリカでは引き続きレ

さらにイギリスの複合型ボウリング

06年3月

約1,150坪の大型施設「ナムコ ワン

ベニューシェアを推進する一方、新

施設 4 店舗を取得し、事業の拡大、

ダーパーク ヒーローズベース」を

たな施設事業を開発し、事業の拡大

収益の安定化に取り組んでいます。

オープンします。これはナムコだけ

を目指していきます。ヨーロッパで

アジアは、香港と上海の2か所にあ

ではなく、バンダイをはじめとする

はナムコ・オペレーションズ・ヨーロ

る現地法人で運営しています。課題

バンダイナムコグループのノウハウ

ッパ社が、イギリスとスペインの2

もありますが、人口は大きく、マー

を融合したもので、経営統合の集大

か国を中心に事業を展開しています。

ケットもこれからどんどん拡大して

成とも言えるグループシナジーが随

ヨーロッパの特色は、ボウリング場

いきますから、今後の成長が期待さ

所にちりばめられています。バンプ

やダンスホール、ビリヤード、バー

れています。国内の既存店の状況も

レストとバンダイナムコゲームスが

などが一つの施設を形成し、そこに

クレーンゲームやカードゲームの好

技術の粋を集めて共同開発した大型

アミューズメント機器も置かれてい

調などにより、回復傾向にあります

筐体「機動戦士ガンダム 戦場の絆」

るということです。この複合施設が

ので、今年は国内外ともに積極的に

も設置されますし、円谷プロダクシ

イギリスを中心に好調で、このほど

事業を展開していく計画です。

編 集 後 記

ては、当初の計画どおりの実績をあげ

なものがあります。こうしたバンダイ

ることができました。

ナムコグループの新しい動きにつきま

本号でもお伝えしましたように、8

さて、まもなく経営統合より1年を

月 8 日にバンダイナムコグループの

迎えます。我々のグループならではの

2007年3月期第1四半期の業績を発

シナジーを活かした施設、ゲーム機器、

表いたしました。おかげさまで、グル

商品やサービスが続々と登場してきて

ープ初の中期経営計画のスタートとし

おり、現在進行中の企画にもさまざま

しても、これから本紙で随時お伝えし
ていく予定です。
今後ともご支援、ご指導のほど、よ
ろしくお願い申し上げます。
（社長室 広報IR担当）
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Close-up Products
（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）

「HYPER HYBRID MODEL 1/12 RX-78-2 GUNDAM」 12月16日発売予定／35万円 ㈱バンダイ
㈱バンダイは、20〜40代の男性をターゲ
ットとした大型組み立てキット「 H Y P E R
HYBRID MODEL（ハイパー ハイブリッ

なり、約1,500体を販売して大変な話題と
なりました。
今回は新たに可動部分の内部に金属パー

ド モデル）1/12 RX-78-2 GUNDAM」

ツを入れ、ポージングの自由度を格段にア

を発売します。これは人気アニメ「機動戦士

ップさせました。また、専用の赤外線リモ

ガンダム」に登場する主役のモビルスーツ

コンでバルカン砲内部や目の部分など数か

「RX-78-2 GUNDAM」を1/12のスケー

所を点灯・点滅させたり、劇中で使われてい

ルで再現したもので、全高約1.5mという今

る機動音やバルカン砲音などの効果音を15

までに類を見ない大型で精巧な組み立てキッ

種類楽しむことができます。

トとなっています。

さまざまな新技術の融合で、よりリアル

バンダイは 2 0 0 1 年 1 2 月に、第 1 弾

に、精密にガンダムの世界観を再現し、大

「HYPER HYBRID MODEL 1/12 MS-

人が満足できる究極のキャラクターモデル

06S ZAKUⅡ 」 を 発 売 し ま し た が 、

を実現しています。なお、全国のホビーシ

207,900円（税込）という高価格商品であ

ョップのほか、インターネットでの販売も

りながら、20〜40代の男性を中心に人気と

予定しています。

©創通エージェンシー・サンライズ

写真シール機「パシャパシャシール たまごっちとたまツーしょっと！」
8月上旬より順次稼動中／1プレー 300円（出荷時設定） ㈱バンダイナムコゲームス
バンダイの人気携帯ゲーム「たまごっちプ

達と交換したり、手紙やシール帳に貼ったり

ラス」シリーズのキャラクターと世界観を使

と、友達同士のコミュニケーションツールと

用した子供向け写真シール機が、グループの

して遊ぶことができます。また、シールを印

シナジー企画により登場しました。プロのカ

刷する間に再度通信機能を使用すると、
「たま

メラマンがセッティングしたストロボやライ

ごっち」本体にここでしか手に入らないアイ

ティング、高画質のカメラを搭載し、高いク

テムが届くなど、写真シール機と「たまごっ

オリティの写真シールが作れます。また、
「た

ち」の双方をつないだ 遊び が楽しめます。

まごっち」本体の赤外線通信機能を使用して、

ほかにもタッチペンを使用したミニゲームや

自分の育てた「たまごっち」のキャラクター

400種類を超えるスタンプを収録したり、カ

を写真シール機に送信すれば、世界で一枚だ

メラ位置を低く設定す

けの自分と「たまごっち」の思い出の写真を

るなど、子供たちが親

作ることができます。

や友達と一緒に楽しめ

写真シールには、
「キャラクターシール」や
「アイテムシール」などが印刷されるので、友

る 遊び や 仕掛け
を取り入れました。

©2006 NBGI

©BANDAI・WiZ 2004

業務用ゲーム機「機動戦士ガンダム 戦場の絆」
9月より順次稼動予定／発売元：㈱バンプレスト 販売元：㈱バンダイナムコゲームス
ガンダムの世界が体験できるコクピット型

出される迫力満点のゲーム

の業務用ゲーム機として、昨年秋のアミュー

画面に向かい、レバーとペ

ズメントマシンショーや、今年5月の公開ロケ

ダルを使って操作。あたか

テストなどで話題を集めてきた「機動戦士ガ

も本当にモビルスーツ（ロ

ンダム 戦場の絆」が、いよいよ9月より全国

ボット）のパイロットとな

のアミューズメント施設に順次投入されます。

って、戦場にいるような臨場感のあるゲーム

「戦場の絆」は、㈱バンプレストのキャラク

を楽しむことができます。
「戦場の絆」は、ユ

ターマーチャンダイジングのノウハウと、㈱

ーザー同士がもっと施設内でゲームを通じて

バンダイナムコゲームスの技術力の融合によ

触れ合いを感じてもらえるように、 ユーザー

り誕生した対戦ゲームマシンで、地球連邦軍

同士のコミュニケーション をマシンコンセプ

とジオン公国軍に分かれ戦い、最大8対8の

トとしています。敵軍に勝利するためには、個

リアルタイム対戦が可能です。プレイヤー

人の熟練度よりも他人と助け合うチームプレ

は、
「P.O.D.」と呼ばれる半球型ドームのフ

イが最大の戦法となっており、仲間との「絆」

ルスクリーンで、視界の左右や上下にも映し

が強いほどゲームで勝ち進むことができます。

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。
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