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ションを大々的に行うこと。さらに

は映像音楽プロデュース事業のタイ

トル編成上、前年同期を下回る見込

みであることなどが主な要因です。

　バンダイナムコグループは、IP軸

戦略を武器にまだまだ国内外で成長

できるチャンスがあると考えていま

す。守りに入ることなく、来年度や

中長期の将来を見据え、各事業の基

盤を強くするとともに、成長に向け

た種まきや競争を勝ち抜くための仕

掛けづくりを、投資も含め積極的に

行っていきます。

－－グループ組織再編を発表しました。

田口　国内外で成長の可能性が高い

フィギュアを中心とするハイターゲ

ット向けの商品をさらに伸ばしてい

くことを目的に再編を行います。具

体的には、これまでアミューズメン

ト施設に向けた景品やコンビニエン

スストアなどに向けたロト商材など

の企画開発販売を行うバンプレスト

と、それらの生産・販売を行うバンプ

レスト販売、BANPRESTO（H.K.）

LTD.の3社は、ネットワークエンタ

ーテインメント事業の所属でしたが、

4月よりトイホビー事業の所属に変更

します。ハイターゲット向け商品の

展開を行う会社がトイホビーに集結

し、情報共有や連携を深めることで、

よりスピーディーに顧客の嗜好に対

応した商品開発やマーケティングを

㈱バンダイナムコホールディングス 
代表取締役社長　田口三昭

－－第3四半期業績を発表しました。

田口　2016年度第3四半期は、売上

高4,591億円、営業利益601億円とな

り、第3四半期としては過去最高売上

高・最高益となりました。事業面で

は、ネットワークエンターテインメ

ント事業の欧米の家庭用ゲームソフ

トと国内外のネットワークコンテン

ツ、映像音楽プロデュース事業の好

調が、業績を押し上げる結果となり

ました。（業績の詳細は4ページ参照）

－－通期業績の見込みは？

田口　通期業績は売上高5,900億円、

営業利益570億円と過去最高売上高・

最高益の更新を見込んでいます。第4

四半期3カ月の業績見込みは、前年同

期を下回る見込みですが、これは各

事業や地域で来年度以降に向けた仕

込みや仕掛けを行うためです。

　当第4四半期は、発売を予定してい

た家庭用ゲームソフトの大型タイト

ル「鉄拳7」が来年度の発売となるな

どゲームタイトル編成の端境期とな

ること。また、国内で12タイトルの

新作ゲームアプリケーションをサー

ビスインする予定ですので、開発費

計上に加えて立ち上げのプロモーシ

ョンを含めたマーケティングコスト

を見込んでいること。そして、欧米の

トイホビーの主力IPである「P
パ ワ ー

ower 

R
レ ン ジ ャ ー

angers」の海外での映画公開にあ

わせ、売り場づくりや商品プロモー
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＊IP：Intellectual Property、キャラクターなどの知的財産

顧客の心を打つ良いものを
丁寧に時流に合わせて提供していく
　㈱バンダイナムコホールディングスは、2016年度（2017年3月期）第3

四半期の業績を発表しました。今回は各SBUの動向、中期計画の進捗状況や

最終年度に向けた意気込みなどについて、田口三昭社長に話を聞きました。

行います。この分野は特に海外で大

きく拡大できると感じていますので、

積極的に攻めていきます。

－－トイホビーの足元の動向は？

田口　国内では、「仮面ライダーエグ

ゼイド」の変身ベルトがクリスマス

商戦NO.1アイテムとなるなどヒット

し、年末年始商戦トータルで前年を

上回りました。また、「スーパー戦

隊」や「プリキュア」の新シリーズが

スタートしていますので、こういった

新IPを来年度に向け立ち上げていき

ます。北米では3月24日に「Power 

Rangers」の映画公開が予定されて

おり、映画にあわせ売り場での商品

展開を盛り上げていきます。「Power 

Rangers」の映画は世界80の国と地

域で順次公開されます。「Power 

Rangers」の世界的ブランド価値を

さらに高め、次の展開につなげてい

きたいと思います。
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海外も見据え定番IPのインキュベーションに注力
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－－ネットワークエンターテインメントは？

田口　家庭用ゲームソフトでは、2017

年中に大型タイトルの「鉄拳」や「エ

ースコンバット」の新作をワールドワ

イドで投入します。また、PlayStation

VRやNintendo Switchといった話

題の新プラットフォームにも積極的

に対応します。ゲームアプリケーシ

ョンなどのネットワークコンテンツ

は、国内外で引き続き積極的に新タ

イトルを投入していきます。顧客か

らの期待も大きいので、ゲームのク

オリティーアップ、プロモーション

についてもさらに力を入れていきた

いと思います。アミューズメントビ

ジネスでは、施設と機器が一体とな

ったバンダイナムコならではの取り

組みに着手しています。昨年夏に大

変話題となった期間限定のVR研究施

設の知見を次のステップにつなげて

いきますので、今後に期待してくだ

さい。

－－映像音楽プロデュースは？

田口　この事業は従来のパッケージ

ビジネス中心から、ライブイベント、

関連グッズといった出口が成長した

ことで、よりIPビジネスを多面的に

展開することが可能になりました。

今後も、TVアニメ2期の放送が決定

した「ラブライブ！サンシャイン! !」

や、2月に第一章が劇場上映される

「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち」

などIPのラインナップを拡充してい

きます。また、2月から3月にかけ

「ラブライブ！サンシャイン!!」や「ア

イドルマスター」の大型ライブイベ

ントを開催します。我々にしかでき

ないクオリティーの高いパフォーマ

ンスを提供し、IPの世界観を盛り上

げていきたいと思います。

－－IP戦略本部設立から1年たちました。

田口　IP戦略本部では、まずガンダ

ムなどの定番IPについて、海外も見

据えたインキュベーションに力を入

れています。各社による商品・サー

ビスを通じた打ち手も進めています

が、それに加え、グループを横断し

た取り組みを行っています。このIP

戦略本部と各社の連携によって戦略

の密度が濃くなってきています。さ

らに、4月からはバンダイとバンダイ

ナムコエンターテインメントの取締

役が相互に1名ずつ非常勤取締役を

兼務し、グループ連携を深めていき

ます。今後は新規IPの創出を強化す

るべく、オリジナルスター IP事務所

など既存の仕組みに加えて、新しい

仕組みも検討していきたいと思いま

す。

－－中期計画の最終年度に入ります。

田口　中期計画はおおむね計画通り

進捗していますが、新たな取り組み

だけでなく前中期計画で取り組んだ

IP軸戦略の施策も大きく貢献してい

ます。中期計画の最終年度の2017年

度には、中長期における持続的成長

のための打ち手を積極的に打ってい

きます。全体を通じての課題は、新

規IPを連続創出する仕組み、時代に

あわせた定番IPのイノベーション、

新たな顧客創造のための出口の創出

だと捉えています。2017年度はこれ

までの成果をしっかり出すとともに、

次の時代の予測を行い、つなげてい

く年にしたいと思います。

　次期中期計画の具体的な策定はこ

れからですが、その前提として社外

を含む全取締役と監査役で10年後の

あるべき姿について討論を行いまし

た。全員が同じ目線で改めて感じた

のは、やはりバンダイナムコの強み

はIP軸戦略であること、そして海外

展開を加速するべきだということで

した。これらの実現・強化のため、

次の3年間で何をすべきかという具体

的な戦略を検討していきます。

－－中村雅哉最高顧問が逝去しました。

田口　中村さんにはグループの最近

の動向などを常に気にしていただい

ていました。90歳の誕生日にお会い

したときには、ナムコがアミューズ

メント機器の景品として開発してヒ

ットしたコーラ味のポテトチップス

についてお話ししたところ、大変喜

ばれ召し上がっていらっしゃいまし

た。かねてより「世の中で生き残る

ものは変化に対応したものだけ」と

の理念をずっと言い続けてこられた

◆バンダイナムコグループ主要会社の取締役体制（2017年4月1日予定）

代表取締役会長 石川 祝男
代表取締役社長 田口 三昭
取締役 大津 修二
取締役 浅古 有寿
取締役（非常勤）川口 　勝
取締役（非常勤）大下 　聡
取締役（非常勤）川城 和実 
取締役（社外） 松田　 譲
取締役（社外） 桑原 聡子
取締役（社外） 野間 幹晴

代表取締役社長 川口 　勝
代表取締役副社長 福田 祐介
常務取締役 垰　 義孝 
取締役 佐藤 明宏
取締役 飛田 尚美
取締役 竹中 一博
取締役 水野 貴大

代表取締役社長 大下 　聡
常務取締役 清嶋 一哉
常務取締役 浅沼 　誠
取締役 冷泉 弘隆
取締役 宇田川南欧
取締役 伍賀 一統
取締役（非常勤）辻 　雅明
取締役（非常勤）竹中 一博☆

バンダイビジュアル㈱

代表取締役社長 川城 和実
専務取締役 前田 明雄
常務取締役 河野 　聡
取締役 栗田 英幸
取締役（非常勤）井上 俊次
取締役（非常勤）佐々木 新

㈱バンダイナムコエンターテインメント㈱バンダイ㈱バンダイナムコホールディングス

取締役（非常勤） 伍賀 一統☆
☆新任
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ので、新しいサービスや商品に対し

て応援したいという思いを強くお持

ちだったのだと思います。中村さん

の「変化への対応」、つまりお客さま

の気持ちを読み、その一歩先を行く

もてなしで喜んでいただく「おもて

なし」の心は、我々のDNAであり、

その精神をこれからもしっかりと受

け継いでいくことをお約束するとと

もに、心よりご冥福をお祈り申し上

げます。

－－株主優待を一部変更しますね。

32017 March No.47

ナムコ創業者の中村雅哉・当社最高顧問が永眠

田口　当社では、複数の株主優待品

の中からポイント（毎年3月末日に

100株以上保有の方に株式数に応じて

贈呈）に応じ、選択いただく形を取

っています。このたび500株以上を

保有されている方への選択肢として、

新たに映像音楽プロデュース事業が

展開する人気IPの特別描き下ろしイ

ラスト複製を追加させていただくこ

ととしました。詳細はホームページ

などでもお知らせしていきますので

ご期待ください。

－－株主の皆さまにメッセージを。

田口　環境の変化はますます速くな

り、嗜好の多様化が進んでいます。

そんな中、一番大事なことは、丁寧

に顧客の心を打つ良いものを時流に

あわせた形で提供することだと考え

ています。顧客から目を離さず、ニ

ーズを常に再確認し、価値を提供し

ていくことで、その結果を数字にも

しっかりとつなげていきたいと思い

ます。引き続きご支援いただけます

よう、よろしくお願い申し上げます。

訃 報

　元・㈱ナムコ代表取締役会長で、㈱バン

ダイナムコホールディングス最高顧問、㈱

バンダイナムコエンターテインメントおよ

び㈱ナムコの名誉相談役であった中村雅哉

が、1月22日に永眠しました。

　中村は、1955年にナムコの前身となる有

限会社を設立し、横浜・伊勢佐木町の百貨

店、松屋（当時）の屋上に電動木馬2台を設

置することから事業をスタートしました。

ナムコは中村のもと、アミューズメント施設

やテーマパーク、業務用ゲーム機、家庭用ゲ

ームソフトへと時代の変化にあわせ事業の

領域を拡大し、エンターテインメント企業

として成長してきました。中でも1980年に

発売し、世界中で大ヒットした「パックマ

ン」は、“最も成功した業務用ゲーム機”と

してギネス世界記録にも認定され、中村は

＜経歴＞ 
1925年12月24日生　東京都出身
1948年3月  横浜工業専門学校（現・横浜国立

大学）造船科卒業
1955年6月  ㈲中村製作所設立 代表取締役社長
1977年6月  ㈱ナムコに社名変更
2002年5月  ㈱ナムコ代表取締役会長就任
2005年9月  ㈱バンダイナムコホールディング

ス最高顧問就任
2006年4月  ㈱バンダイナムコゲームス（現・㈱

バンダイナムコエンターテインメン
ト）会長、㈱ナムコ会長就任

2006年6月  ㈱バンダイナムコゲームス名誉相
談役、㈱ナムコ名誉相談役就任

＜主な表彰歴＞
1986年4月  紫綬褒章受章
1997年10月 通産省情報化促進貢献個人  通商

産業大臣表彰
2007年4月  旭日小綬章受章
2017年1月  従五位（叙位）

訃報に接して
　中村雅哉さんは、社員の「これをやりたい」という思いをとても大切にし、

若手にチャンスをどんどん与える人でした。時に社員が暴走しても、やる気の

ある社員にチャンスを与える経営スタイルは、私自身の仕事のやり方にDNA

として受け継がれていると思います。そして、単に社員に任せるだけでなく、

ご自身も、ゲーム性、デザインなど製品づくりに非常にこだわりを持って取り

組まれていました。

　また、中村さんは、今や日本を代表する産業の1つとなったゲーム産業その

ものの発展にも大きく貢献されました。業界団体の役員を長きにわたり務めら

れ、業界の成長だけでなく、模倣品対策など知的財産問題にも取り組まれてい

ました。黎明期だったゲーム産業が社会的にも認知されるようになった原点に

は、中村さんの存在があると思います。

　上司としては怖いところもありましたが、本当にたくさんのことを学ばせて

いただきました。ご冥福を心よりお祈り申し上げます。

㈱バンダイナムコホールディングス 代表取締役会長　石川祝男

海外でも“Father of PAC-MAN”として広

く親しまれています。また、中村は一期一

会の精神でナムコの成長発展に尽力しただ

けでなく、さまざまな協会活動を通じてゲー

ム業界やアミューズメント業界全体の発展、

映像関連産業の発展にも尽力してきました。

　2005年のバンダイとナムコの経営統合

によるバンダイナムコグループの誕生は、

グローバル市場で成長するエンターテイン

メント企業グループになりたいという中村

の強い想いもあり実現したものです。

　今後もバンダイナムコグループは、“お

もてなし”や“人々の心に夢を届ける”“遊

びを仕事とする責任と誇り”といった創業

精神を受け継ぎ、世界の人々に夢・遊び・感

動を提供し続けていきます。

上）創業時に百貨店の屋上
に設置した木馬を視察
右上）北米でパックマンの
父として歓迎される
右）㈱バンダイと㈱ナムコ
が経営統合し、新たに発
足した㈱バンダイナムコ
ホールディングスの最高
顧問に就任（写真中央）
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　㈱バンダイナムコホールディング

スは、2017年3月期の第3四半期連

結累計期間（2016年4～ 12月）の業

績を発表しました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

《トイホビー事業》

　国内およびアジアにおいて収益性

の高い商品が人気となった前年同期

を下回りましたが、各地域において

主力となる定番IP商品が好調に推移

しました。国内においては、「機動戦

士ガンダム」シリーズや「仮面ライ

ダー」シリーズ、「プリキュア」シリ

ーズなどの定番IP商品が好調に推移

したほか、大人層に向けたターゲット

拡大やIPラインナップ拡充に取り組

むなどIP軸戦略強化に向けた施策を

実施しました。

　海外においては、アジア地域にお

いて「機動戦士ガンダム」シリーズの

商品や大人層向けのコレクション性

の高い玩具などが人気となりました。

一方で、一部地域において今後地域特

性に応じた展開を推進するため在庫

の適正化などの精査に着手しました。

欧米地域では、「P
パ ワ ー

ower R
レ ン ジ ャ ー

angers」

シリーズの商品が人気となったほか、

現地発IPの商品化を行うなどIPライ

ンナップの強化に取り組みました。

《ネットワークエンターテインメント事業》

　家庭用ゲームソフトにおいて、欧米

地域における新作タイトル「ダークソ

ウルⅢ」や「ドラゴンボール ゼノバー

ス2」の販売が好調に推移しました。

スマートフォン向けゲームアプリケ

ーション、PCオンラインゲームなどの

ネットワークコンテンツにおいては、

「アイドルマスター シンデレラガール

ズ スターライトステージ」などの国

内の既存主力タイトルが安定した人

気となったことに加え、海外におい

ては「ドラゴンボールZ ドッカンバト

ル」などのタイトルが人気となりまし

た。アミューズメント施設において

は、主力施設へのリソース集中などに

より国内既存店が順調に推移したほ

か、新業態店舗の強化などの施策に取

り組みました。業務用ゲーム機にお

いては収益改善のための基盤強化に

向けさまざまな施策に着手しました。

《映像音楽プロデュース事業》

　「ガールズ＆パンツァー」シリーズ

が劇場版を中心に人気となり、映像・

音楽パッケージソフト、関連商品の

販売が好調に推移しました。また、

映像コンテンツと音楽コンテンツや

ライブイベントの連動展開を行って

いるIP「ラブライブ！」シリーズの

人気が続きました。このほか、「機動

戦士ガンダム」シリーズでは、「機動

戦士ガンダム THE ORIGIN」シリ

ーズの映像パッケージソフトなどが

好調に推移しました。

　なお、通期業績につきましては、

第4四半期の商品・サービスラインナ

ップや、各事業において来年度に向

けた投資や仕込みを行うことを踏ま

え、下表の通りを見込んでいます。

　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　バンダイナムコホールディングス

では、安定的な配当額として年間24

円をベースに、連結配当性向30％を

目標に株主還元を実施しています。

この基本方針に基づき、2017年3月

期の年間の1株当たり配当予想につき

ましては、安定配当24円に業績連動

配当30円を加え、1株当たり54円に

修正します。なお、すでに1株当たり

12円の中間配当を実施していますの

で、期末の配当予想は1株当たり42円

となります。

2017年3月期第3四半期連結業績

4 BANDAI NAMCO NEWS

※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。

◆2017年3月期第3四半期連結累計期間
　セグメント別実績

（単位：百万円）◆2017年3月期第3四半期連結累計期間の業績

（単位：百万円）◆2017年3月期通期の連結業績予想

経常利益営業利益売上高

459,103 46,50360,160 60,539

前年同期増減率 8.0％ 34.3％32.9％ 28.3％

連結業績予想 590,000 39,00057,000 57,000

12円 12円 24円

当期実績・今回修正予想

前回予想（2016年5月公表）

12円（実績） 42円（予想） 54円（予想）

第2四半期末 期　末 合　計

◆1株当たり配当金

セグメント
利　益

トイホビー

売 上 高事業分野

その他

合　計

ネットワーク
エンターテインメント

映像音楽プロデュース

消去・全社

146,028 12,679

280,453 38,525

40,980

△28,566

11,933

△4,186

20,207

459,103

1,208

60,160

親会社株主に帰属
する四半期純利益

第3四半期
（2016年4月～2016年12月）

経常利益営業利益売上高 親会社株主に帰属
する当期純利益

（単位：百万円）
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PS VR専用タイトル「サマーレッスン：宮本ひかり セブンデイズルーム」担当現場から
Portrait

　2016年10月よりPlayStation VR（PS 

VR）専用タイトル「サマーレッスン：宮

本ひかり セブンデイズルーム」が好評

配信中です。今回は、このタイトルの制

作を担当する㈱バンダイナムコエンター

テインメントの玉置 絢に話を聞きまし

た。

Q本タイトルについて教えてください 。
Aプレイヤーは、勉強の苦手なキャラク
ター「宮本ひかり」の家庭教師として7

日間を過ごし、コミュニケーションをと

りながら成績アップを目指します。VR

ヘッドセットを装着することで360度が

3D空間に囲まれ、別の世界に入り込ん

だような“没入感”と、まるで目の前に

キャラクターがいるかのような“実在感”

をお楽しみいただけます。映像内のアイ

コンに視線を合わせたり、首を振ったり

するだけで操作できることも、PS VR

専用タイトルならではの特徴です。

Qどのような点にこだわりましたか？
A第一は、“Sense of Presence”（VR
内の物体が本当に目の前に存在すると信

じてしまう、“没入感”を超えた感覚・実

Q今後の抱負をお聞かせください。
Aキャラクターとのコミュニケーション
をさらに楽しめるコンテンツを続々配信

中です。VRを用いたキャラクター体験

の世界をさらに切り拓き、お客さまにこ

の先の未来まで期待し続けていただける

よう、気を引き締めて取り組んでまいり

ますので、今後の展開にぜひご期待くだ

さい。

在感）を提供すること、第二は、目線を

使って簡単に操作できることを重点コン

セプトとして企画を進めました。家庭用

VRタイトルの開発は、前例のない未知

の分野でしたので、このコンセプトで

ユーザーの心をつかめるのかは誰にも分

かりませんでしたが、大きな反響をいた

だくことができ、ほっとしています。

Q家庭用VRという新ジャンルに挑戦し
てみての感想は？ 

A改めてバンダイナムコグループの「チャ
レンジする社風」を感じました。苦労は

本当に多かったですが、目標に向かって

情熱をもって努力し続けることで、チャ

レンジを後押ししてくれるスタッフがグ

ループ内にどんどん増えていったことが

とても励みになりました。バンダイナム

コグループでは、仕事に対して真剣であ

るが故の厳しさもありますが、だからと

いって守りに入る人はいません。環境の

変化が速い業界において、誰もが直感的

に「今いる場所に留まったら置いていか

れる」という危機感を持って働いている

のだと思います。
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　バンダイナムコグループの㈱キャラ研が手がける「くまのがっこう」が、今年15周年を迎え

ます。「くまのがっこう」は、2002年の第一巻発売以来、シリーズ累計発行部数210万部を突

破し、中国、台湾、韓国、フランスなど海外でも愛読されている人気絵本シリーズです。この

たび、15周年を記念し、新作絵本『ジャッキーのしあわせ』がブロンズ新社より発売されたほ

か、バンダイナムコグループ各社が出資する『映画くまのがっこう パティシエ・ジャッキーと

おひさまのスイーツ』（同時上映『ふうせんいぬティニー　なんだかふしぎな　きょうりゅう

のくに』）が8月25日より全国東宝系にて公開予定です。15周年を迎え、ますます盛り上がる

「くまのがっこう」にご期待ください。

㈱バンダイナムコエンターテインメント CS事業部制作宣伝ディビジョン　玉
たまおき

置 絢
じゅん

「くまのがっこう」15周年記念映画 公開決定

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

　㈱バンダイナムコホールディングスは、12月に宮城県石巻市で東日本大震災被災地

の子どもたちに向けた活動を実施しました。この活動は、2011年より公益社団法人

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンと連携し行っている被災3県の子どもたちに向け

た活動の一環です。今回は、「くまのがっこう」をモチーフにしたクリスマスリース

づくりやダンスなどを行い、50名以上の親子にご参加いただきました。バンダイナム

コグループは今後も被災地の子どもたちに向けた活動を行っていきます。

宮城県で東日本大震災被災地の子ども向け活動実施

©B/TBSMP  ©GK&KS/TMP
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　2007年に発売を開始し、シリーズ累計
500万枚を販売している『光るパジャマ』が
2017年に発売10周年を迎えました。『光る
パジャマ』は、太陽光や蛍光灯の光を吸収
し、暗い場所で一定時間発光する「蓄光プ
リント」で絵柄を印刷したパジャマです。
10周年を迎えた今年は、暗い場所で光る
「カラーで光る勇気リング」（画像右）付きの
『勇気がでる！光るパジャマ』を発売します。

6 BANDAI NAMCO NEWS

トイホビー
Group News

（記載情報は2017年2月末時点のものです。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。）

4月上旬発売予定／2,900円　   ㈱バンダイ

©2017 テレビ朝日・東映AG・東映

勇気がでる！光るパジャマ 宇宙戦隊キュウレンジャー

　「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち」に
登場する地球連邦の最新鋭艦のプラモデルで
す。キットにはLEDとサウンドユニットを
搭載しています。特徴的な二連装の波動砲
は、マルチLEDにより赤→青→白と変化し
ながら発光するほか、発射サウンドを再現。
後部の波動エンジンは、明暗とゆらぎ点滅と
ともに点火サウンドを楽しめます。操作はそ
れぞれ台座で
制御可能。ま
た、同スケー
ルの艦載機コ
スモタイガー
Ⅱも4機付属
しています。

1/1000 地球連邦アンドロメダ級一番艦アンドロメダ
 ムービーエフェクトVer.

　バンダイのプラモデルの技術を生かした
女児クラフトホビーです。箱庭のような小さ
なお部屋を作り、飾って楽しむことができま
す。塗装せずに色再現ができる多色成形や、
工具を使わずに子どもが簡単に作れる設計
など、バンダイの持つプラモデル技術を詰
め込んでおり、大人も納得できる高いクオリ
ティーの作品を作ることができます。本商品
は、今年15周年
を迎える人気絵
本「くまのがっ
こう」シリーズ
の世界観をテー
マにしています。

4月22日発売予定／3,600円　   ㈱バンダイ

H
ハ コ

ACO R
ル ー ム

OOM 
くまのがっこうマイルームキット

©BANDAI

3月24日発売予定／12,000円　 ㈱バンダイ

◆宇宙戦隊キュウレンジャー
　スーパー戦隊史上初、最初から9人の戦士が登場する「宇

宙」がモチーフの最新作「宇宙戦隊キュウレンジャー」（毎

週日曜日朝7：30～、テレビ朝日系）が2月12日よりスター

トしました。選ばれし9人の救世主が集結し、宇宙を救うた

めに戦うストーリーです。㈱バンダイでは、両腕・両脚が組

み換え可能な光る・鳴る合体ロボット「DXキュウレンオー」

や、変身アイテム「DXセイザブラ

スター」などのなりきりアイテムを

商品化。劇中のキーアイテムである

地球儀型の「キュータマ」は、メイン

玩具すべてと連動し、単体でも商品

展開を行います。また、玩具菓子、

カプセル玩具、カードダス、アパレ

ル、生活雑貨などのカテゴリーでさ

まざまな商品を発売していきます。 ©2017 テレビ朝日・東映AG・東映

◆キラキラ☆プリキュアアラモード
　プリキュアシリーズの最新作「キラキラ☆プリキュアア

ラモード」（毎週日曜日朝8：30 ～、ABC・テレビ朝日系

列）が2月5日よりスタートしました。「スイーツ」×「ア

ニマル」がモチーフの作品で、スイーツショップでパティ

シエをしながら、想いの詰まったスイーツを守るプリキュ

アたちのストーリーです。バンダイでは、スイーツ作りの

ようなアクションが楽しめるコンパ

クト型の変身玩具「スイーツパクト

DX」を中心に、番組と連動した各

種商品を発売します。物語でプリキ

ュアが自分たちで作り出す「アニマ

ルスイーツ」は、「スイーツパクト」

などの玩具と連動し、玩具菓子、カ

プセル玩具、アパレル、生活雑貨な

どの各事業でも展開します。

　放送開始から24年目となる「P
パ ワ ー

ower R
レ ン ジ ャ ー

angers」シリーズの

ブランド価値のさらなる向上を目指し、映画「Power Rangers」

が3月24日よりアメリカ、イギリスほか世界約80の国と地域で順

次公開されます（日本は7月15日公開）。1993年にアメリカで放

送された初代「M
マ イ テ ィ ー

ighty M
モ ー フ ィ ン

orphin Power Rangers」のテー

マをリブート（新たに一から仕切り直すこと）した本作は、ハリ

ウッドで培われた技術と経験が日本発祥のヒーローに注がれ、今

までにないハードなアクションと人間ドラマで描かれています。

“M
メ ガ ゾ ー ド

egazord”（ロボット）の活躍シーンも多いことから、BANDAI AMERICA INC.では

バトルサウンドやライトアップを楽しめる「18 i
イ ン チ

nch U
ウ ル ト ラ

LTRA M
メ ガ ゾ ー ド

EGAZORD」（59.99米ドル）を中心に関連商品を展開

していく予定です。なお、「Power Rangers」のテレビシリーズでは「Power Rangers N
ニンジャ

inja S
スティール

teel」が放送中です。

©ABC-A・東映アニメーション

TM and ©2016 SCG Power Rangers 
LLC. ©2016 Lionsgate Entertainment 
Inc. All Rights Reserved.

新番組紹介

©西﨑義展/宇宙戦艦ヤマト2202製作委員会

総製作費120億円のハリウッド映画「Power Rangers」公開

BN47.indd   7 2017/02/28   13:50



ネットワークエンターテインメント
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（記載情報は2017年2月末時点のものです。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。）
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一番くじ「フィギュアセレクション ワンピース 
EXTRA CLOSET～Re:Members Log～」

発売中　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　  ㈱バンプレスト

　㈱バンダイナムコエンターテインメントは、ガールズマーケットを牽引す

るアソビシステム㈱と㈱ツインプラネットと連携し、若い女性を対象に、“カ

ワイイ”世界観を表現したパックマンの新ブランド「P
パ ッ ク

AC-S
ス ト ア

TORE」を立

ち上げました。2016年11月に開催された日本のカルチャーを世界に発信する

イベント「M
モ シ

OSHI M
モ シ

OSHI N
ニ ッ ポ ン

IPPON F
フ ェ ス テ ィ バ ル

ESTIVAL 2016 i
イン

n T
ト ウ キ ョ ウ

OKYO」で、

アパレル・雑貨商品を初披露し、1月よりバンダイナムコエンターテインメン

トの公式通販サイト「L
ラ ラ ビ ッ ト

aLaBit」にて正式に販売を開始しています。今後も

ファッション、グッズ、イベントなど幅広く展開し、ワールドワイドで、IP

認知の拡大と新たなターゲット層の獲得を目指していきます。

スマートフォン向けゲームアプリケーション
『HUNTER×HUNTER ワールドハント』

　人気作品『HUNTER×HUNTER』を題材にしたス
マートフォン向けゲームアプリケーションがハンター
ライフシミュレーションとして登場。プレイヤーはア
バターとして、原作を模した電脳世界へと入り込み、ゴンやキルアといったおなじみのキャ
ラクターたちと共に冒険をすることができます。装備はもちろん、念能力の習得・強化を
行いながら、アバターを育成しゲームの攻略を目指します。ここでしか味わえない、“ハン
ターライフ”をお楽しみください。

配信中　　　　㈱バンダイナムコエンターテインメント

若い女性を対象にしたパックマンの新ブランド「PAC-STORE」を展開

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
collaborated with ASOBISYSTEM, TWIN PLANET

　バンダイナムコエンターテインメントは、こ

のたび新規事業創出の取り組みの一環として、

㈱C
シーマーティービー

MerTVとH
ヒ ー ロ ー ズ

EROZ㈱のベンチャー企業2社へ

の出資を実施しました。CMerTVは、動画広告配

信プラットフォーム事業を展開しており、今回の資

本提携により、ネットワークコンテンツ事業におけ

る動画広告戦略を強化することを目指します。また、

HEROZは、将棋電王戦優勝ソフト「P
ポ ナ ン ザ

onanza」を

擁するAI（人工知能）ベンチャー企業で、今回の

資本業務提携を機に、HEROZのAI技術とバンダイ

ナムコエンターテインメントのゲーム事業で培った

プロデュース力を掛け合わせ、これまでにない新た

なエンターテインメントの創出を目指します。

新規事業の創出を見据えて
CMerTVとHEROZへ出資　バンダイナムコエンターテインメントは、アミューズメント

機器のアフターサービス機能を分社し、2017年4月3日付で㈱バ

ンダイナムコテクニカを設立します。分社化に伴い、これまで

の自社製品の修理や補修用部品の販売に加え、長年にわたって

業界で培った技術、知識等を活かし、海外メーカーを含めた他

社商品や中古機器の仕入れ・販売・アフターサービス、アミュー

ズメント施設向け新規サービスの企画・販売なども行い、これま

でにない新領域への事業拡張を目指します。

バンダイナムコテクニカを設立

ニンテンドー3DSソフト
『オール仮面ライダー ライダーレボリューション』

　仮面ライダー生誕45周年記念作品にふさわし
く、「仮面ライダー1号」から現在放映中の「仮
面ライダーエグゼイド」までの全テレビシリー
ズから、総勢75体以上がプレイアブルキャラク
ターとして登場します。また、「仮面ライダー
エグゼイド」の番組内で主人公「宝生 永夢」が
プレイしていた伝説のゲーム「マイティアク
ションX」を実際に遊べるダウンロード番号も
封入。各ライ
ダーの必殺技
も再現し、作
品の枠を超え
た夢の共演を
お楽しみいた
だけます。

発売中／通常版：5,700円（DL版 同価格）、
　　　　限定版：8,200円　 

㈱バンダイナムコエンターテインメント

©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映ビデオ・東映　©2007 石森プロ・東映   
©2005 石森プロ・東映　©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

©POT（冨樫義博）1998年-2011年  ©VAP・日本テレビ・マッドハウス  
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

　 フィギュアだけを集めたブランド『一番くじフィギュアセレク
ション』のシリーズ第2弾が登場。全6等級10種の中から必ずい
ずれかが当たる“ハズレなしのキャラクターくじ”です。今回は、
DVDシリーズ「O

ワ ン

NE P
ピ ー ス

IECE L
ロ グ

og C
コ レ ク シ ョ ン

ollection」のジャケット用に
描きおろされたイラストを立体化しました。A賞は「ロブ・ルッチ」
のフィギュアとなっており、表情や衣装、小道具に至るまでイラス
トを忠実に再現しています。

　　　 株式会社バンダイナムコテクニカ

2017年4月3日
1,000万円
神奈川県横浜市神奈川区三枚町22番1
㈱バンダイナムコエンターテインメント  100%
長谷川 琢也

設 立 日
資 本 金
本 社
株 主 構 成
代表取締役社長

©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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（店舗オープンやイベントの予定・内容は変更となることもあります。）

　ナムコは、小さな子どもでも安心して遊ぶことのできる施設として、このたび「総合スーパー カヨー日永」（三重県

四日市市）内にアミューズメント施設「K
カ ヨ ー

AYO 

A
ア ミ ュ ー ズ

MUSE P
パ ー ク

ARK」をオープンしました。また、三

世代ファミリーで楽しんでもらえることを目指し、

「ニッケパークタウン」（兵庫県加古川市）内にア

ミューズメント施設「namcoニッケパークタウン

加古川店」をオープンしました。今後も幅広い世代

に向けた施設展開を行っていきます。

　㈱ナムコは、「アイドリッシュセブン※」の『V
ビ ジ ュ ア ル

ISUAL B
ボ ー ド

OARD 

T
ツ ア ー

OUR 2017』の開催を記念し、1月25日から4月17日まで、全国

のナムコのアミューズメント施設やキャラクターカフェ「アニON 

STATION」などで、アイドリッシュセブンの限定商品やノベル

ティの販売・提供、ライブビューイングをはじめとするさまざまなコ

ラボレーションを展開しています。

　ナムコでは、自社が運営する複数のエンターテインメント業態と有力作品が、

同時期に多重のコラボレーションを行う独自の“マルチフェイスコラボモデル”

を展開しており、今回の企画でも、アイドリッシュセブンのファンが作品の世界

をより多面的に楽しんでもらえることを目指しています。

ネットワークエンターテインメント
Group News

8 BANDAI NAMCO NEWS

　ナムコは3月9日、「三井ショッピングパーク ららぽーと甲子園」（兵庫

県西宮市）2階に、「妖怪ウォッチ オフィシャルショップ ヨロズマート ら

らぽーと甲子園店」をオープンしました。公式な常設の旗艦店である「ヨ

ロズマート」は、全国で3店舗目となり、関西では初出店となります。「甲

子園店」では、妖怪ウォッチのゲームやアニメに登場する「アオバハラ」

にある「アニメ堂」が店内のシンボルとしてお客さまを迎えます。

ナムコ×アイドリッシュセブンの
コラボレーション企画始動

　ナムコはこのた

び、「シダックス

福岡天神クラブ」

（福岡県福岡市）に

体験型謎解き施設

「なぞともCafe 福

岡天神店」をオー

プンしました。「な

ぞともCafe」の出店は、新宿、渋谷、自由が丘、名古屋、

大阪、京都に続き、国内では7店舗目となります。

「KAYO AMUSE PARK」「namcoニッケパークタウン加古川店」オープン

「妖怪ウォッチ オフィシャルショップ 
ヨロズマート ららぽーと甲子園」オープン

「ファミスタポテトチップス」展開

　ナムコは、カルビー㈱の協力のもと、㈱バンダイナムコ

エンターテインメントが販売している家庭用ゲームソフ

ト「ファミスタ」をモチーフに

した「ファミスタポテトチップ

ス」を企画しました。オリジナ

ルファミスタカード付きのポテ

トチップスで、2月24日からナ

ムコのアミューズメント施設限

定のクレーンゲーム用景品とし

て展開中です。

KAYO AMUSE PARK namcoニッケパークタウン加古川店

※㈱バンダイナムコオンラインから配信中のスマートフォ
ン向けゲームアプリケーション。男性アイドルユニットの
育成が楽しめるリズムゲームで、さまざまなメディアミッ
クス展開を行い、女性を中心に多くの支持を集めていま
す。『VISUAL BOARD TOUR 2017』では、ゲームに登
場するアイドルユニット「IDOLiSH7」の新規ビジュア
ルを各都市の主要駅にて順次公開しています。

©アイドリッシュセブン

©L5/YWP・TX

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

「なぞともCafe福岡天神店」オープン
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　2012年よりテレビアニメがスタートし、3期にわたって放送され大

ヒットを記録した「黒子のバスケ」の完全新作映画「劇場版 黒子のバ

スケ L
ラ ス ト

AST G
ゲ ー ム

AME」が、3月18日より全国公開されます。原作者・

藤巻忠俊氏が続編として描いた「黒子のバスケE
エ キ ス ト ラ

XTRA G
ゲ ー ム

AME」に、

新エピソードを加えて映像化。かつてのライバルたちが集結した“キ

セキ”のドリームチームが、熱い旋風を巻き起こします。

　また、25周年を迎えた「クレヨンしんちゃん」の最新作「映画クレ

ヨンしんちゃん 襲来 ! !宇宙人シリリ」が、4月15日より公開されます。

ある日、野原家にやってきた宇宙人・シリリと、しんのすけが繰り広

げる爆笑！痛快！感動！の新たなケッ作が誕生しました。

　このほか、新
ニュージェネレーション

世 代ヒーローズが大集結する「劇場版ウルトラマンオーブ  絆の力、おかりします！」が3月11日より

全国ロードショーとなるなど、期待の新作が目白押しです。

　第17回文化庁メディア芸術祭マンガ部門新人賞を受賞した「アリスと

蔵六」がTVアニメ化されます。“研究所”と呼ばれる施設から逃げ出し

た少女・紗名は、あらゆる想像を具現化する特殊な能力の持ち主。そんな

彼女が「曲がったことが大嫌い」な頑固じいさん・蔵六と出会い、彼女の、

そして世界の運命を大きく変えていく姿を描くSFファンタジー作品です。

　また、「コードギアス 反逆のルルーシュ」などで知られる谷口悟朗監督

と、アニメ脚本家の黒田洋介氏による完全オリジナルアニメ「I
アイディー・ゼロ

D - 0」が

放送開始予定です。3DCGアニメスタジオのサンジゲンが手がける迫力

のメカアクションにご期待ください。そのほか、アイドルを目指す少女

たちを描く人気アニメ「アイカツスターズ！」も2年目に突入します。

　㈱ランティスより、2人組の音楽ユニット「G
グ ラ ン ロ デ オ

RANRODEO」

の通算7枚目、2年5カ月ぶりのオリジナルアルバム「P
ピ エ ロ

ierrot 

D
ダンシング

ancin’」が発売中です。TVアニメ「黒子のバスケ」「機動戦

士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」など、人気作品の主題歌も収

録しています。初回限定盤には、リードトラック「Pierrot 

Dancin’」のミュージッククリップと、昨年夏に開催した

「GRANRODEO L
ラ イ ブ

IVE T
ツ ア ー

OUR 2016 T
ト レ ジ ャ ー

REASURE C
キ ャ ン デ ィ

ANDY」の

日比谷公園大音楽堂における公演

のダイジェスト映像を収録した

DVDが付属しています。

　また、5月20日より、全国ツアー

「GRANRODEO LIVE TOUR 

2017」がスタート。札幌を皮切

りに、全国7都市で開催されま

す。

GRANRODEOのニューアルバム
「Pierrot Dancin’」好評発売中

©今井哲也／徳間書店・「アリスと蔵六」製作委員会　©ID-0 Project

　太田垣康男氏の大ヒット漫画をアニメ化し、2015

年から全4話構成で配信され、イベント上映やBlu-

ray＆DVDが好評を博した「機動戦士ガンダム サン

ダーボルト」。その続編となるファン待望の第2シー

ズン（第5話～第8話）の

配信が、このほど決定し

ました。第5話は、3月

24日よりデジタルセル配

信※1（800円）と、レンタ

ル配信※2（400円）を開始。

一年戦争が終結して7カ

月後の地球に舞台を移

し、新たな展開を迎える

本作にご期待ください。

「機動戦士ガンダム サンダーボルト」
第2シーズン配信

「黒子のバスケ」「クレヨンしんちゃん」「ウルトラマンオーブ」
春の新作映画が劇場公開

「アリスと蔵六」「ID-0」ほか話題のアニメが4月より放送開始

※1 視聴期限のないセル型配信サービス　※2 視聴期限のあるレンタル型配信サービス

©創通・サンライズ

「アリスと蔵六」 「ID-0」

「劇場版 黒子のバスケ
LAST GAME」

「映画クレヨンしんちゃん
襲来!!宇宙人シリリ」

©藤巻忠俊／集英社・劇場版「黒子のバスケ」製作委員会
　©臼井義人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK2017
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グループ役員紹介
Business Angle

コーポレートガバナンスを支える独立役員会

－－経歴を教えてください。

松田　専門が発酵学や応用微生物学

ということもあり、大学院の博士課

程を修了してから協和発酵工業㈱に

入社し、研究開発部門で医薬品の種

になる微生物を探す研究に長く携わ
ってきました。医薬総合研究所長を
勤めた後に総合企画室に異動になり、

翌年の2003年に社長を拝命しまし

た。キリンファーマ㈱との合併によ

り協和発酵キリン㈱となって以降も、

2012年まで社長を務めていました。

－－経営者としてのモットーは？

松田　「夢なかりせば何事も起こら

ず」。これはアメリカの詩人カール・

サンドバーグの言葉ですが、企業経

営においても、それぞれのあるべき

姿や目標を明確に立てて、その実現

のために今何をしなければならない

のかと、バックキャスティングで考

えるようにしてきました。

－－バンダイナムコの社外取締役に就

任した経緯を聞かせてください。

松田　協和発酵キリンの社長を退任

するときに、産業界、特に異業種で

これまでの経験を生かすことができ

ればと考えていたところ、当時の石

川祝男社長（現会長）からお話をい

ただいたことがきっかけでした。バ

ンダイナムコについては、子どもや

孫がおりますので、「ガンダム」や

「ウルトラマン」は知っていました

が、エンターテインメント業界がど

んなところなのか、どんな事業を行

っているのかということについては、

詳しい知識はありませんでした。し

かし、経営の本質は変わりません。

海外拡大やM&Aなど、経営者とし

ての経験や知見を生かし、第三者的

立場から経営へのアドバイスや助言

を行っていきます。

－－就任後、バンダイナムコの風土や

カルチャーをどう感じましたか？

松田　社員が自由な服装でのびのび

と明るく働いている姿が象徴するよ

うに、形式だけにこだわらない会社

だという印象を受けました。株主総

会でも、儀礼的な総会ではなく、真

摯にステークホルダーと向き合う会

社だと感じました。なかでも驚いた

のは、各役員が時間の許す限り、一

つひとつ丁寧に質問に答えていたこ

とです。これはやはり、ユーザーや

ファンを大事にするという意識の現

れだと思いました。

　取締役会も非常に明るくフランク

で、私も発言をためらうようなこと

は一度もありません。言いたいこと

は全部話しています。そういう点で

は、取締役会の体制や運営方法など

を高く評価しています。

－－社外取締役と社外監査役で構成す

る独立役員会の議長を務めています。

松田　独立役員会の一番の役割は、

グループの経営を担う取締役会に対

してチェック機能を果たすことです。

社外取締役は事業に対する専門性は

社内の人には及ばないかもしれませ

んが、社内からは出てこない意見だ

ったり、それこそ傍
おかめ

目八
はちもく

目で、客観

的に見て思うところを進言していま

す。経営に疑問を感じるところがあ

れば、異議を唱えます。異議がなく

ても、議案についてこれまでの経験

を踏まえながら、闊達な意見交換を

重ねるようにしています。

　私は経営に必要な要素は、透明性・

公平性・スピードの3つだと思いま

す。社外役員として、取締役会にお

いて活発な意見交換がなされ、健全

に機能し、運営されているかを、こ

の3つのポイントと照らし合わせて見

ています。独立役員会という第三者

機関が示した評価を受けて、取締役

会が運営されることは、すべてのス

テークホルダーにとっても企業価値

を高めることにつながります。今後

も社外役員、独立役員会としての役

割をしっかり果たし、コーポレート

ガバナンスの強化と企業価値向上に

貢献していきたいと思います。

－－昨年、初めて社外役員を含めたミ

ーティング合宿を行いましたね？

松田　あれは素晴らしい企画でした。

以前、中長期の課題やあるべき姿を

議論する必要があるのではないかと、

取締役会の実効性に関する評価の一

環として、独立役員会から提言しま

　バンダイナムコグループは、変化の速い業界でグローバル規模の競争に勝

ち抜くためには、強固な経営基盤（コーポレートガバナンス）を構築するこ

とが不可欠であると考えています。この考え方のもと、経営の監督機能の強

化を行うため、独立社外取締役3名、独立社外監査役3名、計6人の独立役員

を選任しているほか、取締役会の機能を客観的な視点から評価することを目

的に、独立役員のみで構成される独立役員会を組成しています。

　今回は独立役員会の議長を務める松田譲・社外取締役に、バンダイナムコグ

ループに対する印象や期待することなどを聞きました。

客観的な視点で意見交換を重ね 
取締役会の監督機能を強化し企業価値向上を目指す

中長期計画策定のためのキックオフミーティングとして
社外役員を含めて開催された合宿会議

活発な議論が行われる取締役会
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株式会社バンダイナムコホールディングス  社外取締役　松田 譲

－－今のバンダイナムコの課題は？

松田　私は昨年、各SBU（戦略ビジネ

スユニット）の方針説明会に出席しま

した。この中で、各事業会社がホール

ディングスと価値観を共有し、グルー

プとしてまとまって価値の最大化を目

指していこうという姿勢が見られた

ことは、とても良いと思いました。そ

の一方で、IP軸戦略は、大型IPが生

まれたので全SBUで一斉に活用しま

しょうといって進めるような単純なも

のではないことも知りました。IPの

世界観も、各事業ごとの展開方法も

異なるからです。多くの出口を生か

してIP価値を最大化するのがグルー

プの強みですが、現場に任せることで

IPがより生きることもあります。こ

のように、あらゆる面でホールディン

グスの求心力と現場の遠心力をどの

ようなバランスで働かせていくかが、

今後の1つのポイントだと思います。

－－独立役員会として心がけているこ

とは何ですか？

松田　今年の独立役員会の提言は、

グローバル企業として各地域の状況

にスピーディーに対応し、経営資源で

あるヒト・モノ・カネをどうやって分

　
　「最も強い者が生き残るのではなく、 最も賢い者が生き延

びるのでもない。 唯一生き残ることができるのは、 変化で

きる者である」。この言葉はダーウィンの進化論の一説です

が、ナムコの創業者である中村雅哉が生前よく話をしてい

た言葉の1つです。2005年にバンダイとナムコが経営統合

を発表したときも、「なぜ今、経営統合をするのか」という

理由として、この言葉を引用して話をしていました。

　中村雅哉も、バンダイの創業者である山科直治も、まだ

戦後間もない時代に、遊びを仕事とすることに責任と誇り

を持って会社を設立しました。バンダイナムコグループが

発足してから10年以上たちますが、私たち社員は、これか

らも創業理念を受け継ぎながら、今の時代にあったエンタ

ーテインメントの提供に向けて進化し続けていきたいと思

います。

編
集
後
記

配し、生かしていくかについて仕組

みの整備をさらに行うべきというも

のでした。バンダイナムコグループ

は「世界で最も期待されるエンターテ

インメント企業グループ」になるこ

とをビジョンとして掲げており、グ

ローバルエンターテインメント企業

としてのあるべき姿を明確に描き出

し、そこからバックキャスティング

で今何をしなければならないかを会

社全体で考えていく、そういうステ

ージにあります。今後、海外展開を強

化し、新たなジャンルへの進出など

を考えた場合、これからまた一つ、ギ

アチェンジが必要です。それは取締

役会の共通認識でもあり、コーポレー

トガバナンスのあり方自体からも真

剣に検討しています。独立役員会は

取締役会の諮問機関として、リスク管

理からヒト・モノ・カネの使い方、そ

して取締役会をどのようにより良く、

活発なものにしていくかまでを提言

していかなければならないと思って

います。

－－今後、バンダイナムコに期待する

ことを聞かせてください。

松田　素人目に見ても、各SBUの事

透明性、公平性、スピードの観点から
取締役会を活発なものにするため提言していく

業はもっと成長する可能性があるも

のばかりです。さらにスピード感を

持って対処していくことが必要では

ないでしょうか。また、現在はどう

しても若年層がメインターゲットに

なっています。しかし、わくわくし

たり、どきどきしたり、楽しんだり

することは、子どもや若い人の特権

ではありません。大人も同じです。

ましてやこれからは高齢化社会です

から、あらゆる世代のニーズを捉え、

エンターテインメントの新しい顧客

層の発掘にぜひとも取り組んでもら

いたいと期待しています。

■松
まつだ

田 譲
ゆずる

社外取締役のプロフィール

＜経歴＞ 
1948年6月25日生　新潟県出身
1977年3月   東京大学大学院博士課程修了（農学博士）
1977年4月   協和発酵工業㈱（現・協和発酵キリン㈱）
　　　　　   入社
2000年6月   協和発酵工業㈱執行役員医薬総合研究所長
2002年6月   協和発酵工業㈱常務取締役総合企画室長
2003年6月   協和発酵工業㈱代表取締役社長
2008年10月   協和発酵キリン㈱代表取締役社長
2012年3月   協和発酵キリン㈱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（現任）
2014年6月   ㈱クボタ社外取締役（現任）　　　　　
　　　　　   ㈱バンダイナムコホールディングス社外取

　 締役（現任）
2015年6月   JSR㈱社外取締役（現任）

した。それに答える形で、役員全員

が集まり、合宿会議を行いました。

合宿では、ホールディングスのあり

方そのものについての提言が出るな

ど、内容のある会議でした。一番評

価できるのは、結論ありきの会議で

はなかったという点です。こうした

ミーティングでは、往々にして結論

を先に決めておき、結論に誘導する

ような形で会議を進めることが多い

のですが、この会議ではそんなこと

はまったくなく、ほかの社外役員か

らも「あの会議は良かった」という

声が聞かれました。

BN47.indd   12 2017/02/28   13:50



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。

（記載情報は2017年2月末時点のものです。表示価格は原則税抜。仕様・発売日・価格等は変更になることもあります。）重点商品
Information

　「宇宙戦隊キュウレンジャー」（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です。劇中のキーアイテ

ムである地球儀型の「キュータマ」を核とし、獅子、牡牛など星

座モチーフのメカ「キュウボイジャー」5体を合体させると完成

します。頭部となる「シシボイジャー」を除き、同梱の「キュウ

ボイジャー」4体と、別売りの「キュウボイジャー」4体を、両手

両脚どこでも好きな位置に付け換えできるのが

特徴です。また、左肩のボタンを押すと内蔵の

LEDが発光するとともに音声が流れ、「DXキュ

ウレンオー」のコクピットとなる「キュータマ」

内部に、戦士たちのシルエットが浮かび上がり

ます。

　2016年に25周年を迎えた「スーパーロボット大戦」シリーズ

の周年記念タイトル第2弾です。さまざまな作品のクロスオー

バーが楽しめる「スーパーロボット大戦」シリーズ。本作では 「ク

ロスアンジュ 天使と竜の輪舞」「勇者特急マイトガイン」「真マジ

ンガーZEROvs暗黒大将軍」「宇宙戦艦ヤマト2199」などシリー

ズ初参戦となる作品が多数登場し、作品の垣根を越えた夢の共演

が実現しました。また、繁体

中文、韓国語、英語へのロー

カライズを実施し、台湾や香

港、韓国、シンガポール、タイ

などのアジア地域に向けても

展開しています。世界観を一

新し、ストーリーも本作で完

結するため、今まで本シリー

ズをプレイしたことがないと

いう方も本作から楽しむこと

ができます。

PS4/PS Vitaソフト  「スーパーロボット大戦Ｖ」

キュータマ合体 DXキュウレンオー
発売中／7,980円

　現在絶賛放送中のTV

アニメ「A
ア ッ カ

CCA13区監

察課」のBlu-ray BOX

とDVD BOX第1巻 を4

月21日に発売します。

食わせ者ぞろいの巨大統

一組織“ACCA”に生

きる男たちの粋
いきざま

様を描

き、放送直後から注目を

集めた本作。特典には新

作アニメーションを2話

収録するほか、原作者オ

ノ・ナツメ氏の描き下ろ

しコミック、52ページ

に及ぶ特製ブックレット、オーディオドラマやキャストトークが

楽しめるスペシャルCDが付属し、「ACCA」の世界観を存分に味

わえます。

　通販サイト「バンダイビジュアルクラブ」では、好きな場面カ

ットを選び、世界に1つしかない写真集が作成できるサービスが

付いた限定版オーダーメイドフォトブック付きBlu-ray BOX

（15,037円）とDVD BOX（13,037円）を販売します。

「ACCA13区監察課  Blu-ray BOX1／DVD BOX1」

発売中／5,980円

まぜまぜ変身！スイーツパクトDX
㈱バンダイ㈱バンダイ

4月21日発売予定／Blu-ray BOX1【特装限定版】：13,000円
DVD BOX1【特装限定版】：11,000円

　「キラキラ☆プリキュアアラモード」（毎週日曜日朝8：30～、

ABC・テレビ朝日系列で放送中）で、アニメに登場する「アニマ

ルスイーツ」（プリキュアが作るアニマルモチーフのスイーツ）と

連動し、プリキュアへの変身と攻撃遊びができるなりきり玩具で

す。スイーツをイメージしたカラフルなコンパクトを開けた中に

「アニマルスイーツ」をセットし、スティックで中のボウルをまぜ

る動作「まぜまぜアクション」をすると、変身音が流れ、アニメ

と同じようにプリキュアへの変身遊びができます。「アニマルス

イーツ」を付け替えると台詞や光の色などが変わり、プリキュア5

人の変身遊びも可能です。さらに、占いやミニゲームなど、なりき

り以外の遊びも楽しめます。

㈱バンダイナムコエンターテインメント

発売中／PS4通常版：8,600円、PS4期間限定生産版：12,600円
PS Vita版：7,600円、PS Vita期間限定生産版：11,600円
※DL版、同価格

©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　
©Go Nagai・Yoshiaki Tabata・Yuuki Yogo／Dynamic Planning　©サンライズ　
©SUNRISE/PROJECT ANGE　©ジーベック／1998 NADESICO製作委員会　©創通・サンライズ
©永井豪／ダイナミック企画　©1998 賀東招二・四季童子／KADOKAWA 富士見書房・刊　
©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　©2012 宇宙戦艦ヤマト2199 製作委員会 

 バンダイビジュアル㈱

©ABC-A・東映アニメーション©2017 テレビ朝日・東映AG・東映

12 BANDAI NAMCO NEWS

©オノ・ナツメ/SQUARE ENIX・ACCA製作委員会

07カメレオンボイジャー

DXキュウレンオー
03オオカミボイジャー

01シシボイジャー

05オウシボイジャー

09カジキボイジャー

キュータマ

合体

BN47.indd   1 2017/02/28   13:50


