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報道関係者各位 

イオン「金沢フォーラス」の核になる施設として北陸初登場！女性のためのエンターテインメント施設 

ナムコ、金沢フォーラスに「金沢りらくの森」「金沢デザートフォレスト」を 11 月 2 日(木)オープン 
 
 
 
 
 

株式会社ナムコは、3 つのヒーリングゾーンを有する新業態ヒーリングモール『金沢りらくの森』とお取り寄せデザート

のフードテーマパーク『金沢デザートフォレスト』を、イオン株式会社が開業する女性のための大型施設「金沢フォー

ラス」5 階に、2006 年 11 月 2 日(木)オープンします。入場は無料です。今回、北陸初となるこの 2 つの女性向けエン

ターテインメント施設により「金沢フォーラス」の核となる施設を提供します。 

『金沢りらくの森』は、岩盤浴ゾーン・複合トリートメントゾーン・スピリチュアルヒーリングゾーンの 3 つのゾーンからな

るショッピングセンター向けヒーリング店舗の複合施設“ヒーリングモール”です。ヒーリングモール業態はナムコのヒー

リング事業展開において、トリートメントサロン業態「ヒロット」(東京・池袋、2005 年 7 月開業)、デイスパ業態「ダスパ」(神

奈川・新横浜、2006 年 8 月開業)に続く 3 つ目の業態として、今回、新規開発します。 

『金沢デザートフォレスト』は、ナムコ「チームナンジャ」がプロデュースする 22 番目のフードテーマパークで、お取り

寄せデザートのテーマパークとしては 4 番目となります。全国から厳選した“名店の作品”を、選んで食べ比べられるう

れしさを提供するフードテーマパークとして、みなさまにご愛顧いただいており、「福岡デザートフォレスト」は、開業 10

カ月、また「名古屋デザートフォレスト」は開業半年で、来場者 100 万人を達成しております。 

 

■ヒーリングモール「金沢りらくの森」  
 

 

 

 

 

 

  

 

■フードテーマパーク「金沢デザートフォレスト」 

 

 

 

 

 

 

 
 

※株式会社ナムコは、2005 年 9月 29日付けで経営統合を行ったバンダイナムコグループの国内組織再編の一環として、2006 年

3月 31日（金）施設系エンターテインメント事業を主体とした新生『株式会社ナムコ』として、新たにスタートしました。 
 

※プレスリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。 
 

 

 
 

 

株式会社 ナ ム コ 

社   長 :東 純                         

本   社 :東京都大田区多摩川2-8-5                                               

資 本 金 :100億円 

全国各地の絶品・行列デザートを食べ比べ・食べ歩きができる北陸初

登場となるデザートのフードテーマパークです。“お取り寄せデザートの殿

堂”をテーマに、全国各地の選りすぐりのデザートはもちろん、クレープの

激戦区軽井沢でセレブ達に人気のお店「アンジェリーナ」、さらにご当地

グルメで人気を呼んでいる「佐世保バーガー ビッグマン」などの出来た

ての軽食をカフェテリアスタイルで提供します。 

施設内は、『妖精が作った“美味しいデザートに満ちた幸せの森”で開催

されるガーデンパーティ』という設定のもと、全国各地の名店のデザートを

お楽しみいただけます。 

「金沢デザートフォレスト」イメージ 

ヒーリング店舗が複合した新業態施設“ヒーリングモール”です。 ヒー

リングエンターテインメントをテーマにした新しい癒しの世界を提案しま

す。デトックスをテーマに 4 タイプの浴床が選べる岩盤浴ゾーン『ストーン

フォレスト』（女性専用施設）、短時間で深いリラクセーションを体験できる

インド式ヘッドスパを中心とする複合トリートメントゾーン『ドゥーラ ヴィラ

ス』、「新宿の母」「銀座の父」などカリスマ占い師の対面鑑定が擬似体験

できる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』の 3

つのゾーンで構成。施設内は、アジアンリゾートをモチーフにした環境とな

っており、心と身体の“癒し”をさまざまな形で気軽に楽しく体験いただけ

るヒーリングエンターテインメントをお楽しみいただけます。 

「金沢りらくの森」イメージ 



 
 

■ヒーリングモール「金沢りらくの森」施設概要 

【施設業態】 ヒーリングモール 

【 テ ー マ 】 “ヒーリングエンターテインメント” 

【演出テーマ】 “アジアンリゾートストリート” 

【施設名称】 金沢りらくの森（英語表記「Kanazawa Healing Forest」） 

【開設場所】 石川県金沢市堀川新町 3番 1号「金沢フォーラス」内 5階 

【施設構成】 岩盤浴ゾーン「ストーンフォレスト」（女性専用施設） 

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」 

【オープン】 2006 年 11月 2 日（木） 

【 入 場 料 】 無料 （それぞれの施設利用については、別途料金がかかります） 

【施設面積】 約 421.11 ㎡（約 127.4 坪） 

【営業時間】 10：00～22：00 

【 休 業 日 】 「金沢フォーラス」の休業日に準じる 

【事業主体】 株式会社ナムコ 

【プロデュース】 株式会社ナムコ「チームナンジャ」 

【交    通】 ＪＲ「金沢」、北陸鉄道浅野川線「北鉄金沢」駅前 

 
■「りらくの森」ゾーニング図 
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複合トリートメントゾーン 
「DHORA

  ～    ～

 VILLAS
 ～

」～ﾄﾞｩｰﾗ ｳﾞｨﾗｽ～ 

岩盤浴ゾーン 
選べる岩盤浴 
「ストーンフォレスト」(女性専用施設) 

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」 



 
■「りらくの森」ゾーニング概要 

カテゴリー 店舗名 内 容 

岩盤浴ゾーン 

選べる岩盤浴 

（女性専用施設） 

「ストーンフォレスト 」 

 

 

20 床ある岩盤浴には、「玉石」と「フラット」の 2 タイプの浴床、それぞれ 2

種の石をご用意。 

岩盤浴ユーザーの「玉石派」と「フラット派」両者のニーズに対応。また、

「たっぷり汗をかいて新陳代謝を高めたい」、「じっくりと体を温めながらリ

ラックス効果を得たい」など、その日の気分・目的によって選べます。 

浴床タイプ 岩盤の素材 特徴 

「黒珪石」(ｺｯ

ｹｲｾｷ) 

体に同調して新陳代謝の活性化を促

進する 

玉石タイプ 

「フリーデル

石」 

神経調和波動によりリラクセーション

効果を高める 

「御影石」(ﾐｶ

ｹﾞｲｼ) 

低温で緩やかな発汗と優しい温熱代

謝を促す 

フラットタイプ 

「角閃石」(ｶｸ

ｾﾝｾｷ) 

比較的高温で消臭と高速温熱代謝を

促進する 

さらに、振動するプレートに乗る（振動運動）ことにより、エネルギー代謝

を高め、発汗効果を促すマシンなど、代謝促進・デトックス効果を高める

無料でご利用いただけるさまざまなマシンも設置します。 

複合トリートメン

トゾーン 

 

「DHORA
  ～    ～

 VILLAS
 ～

」 

～ﾄﾞｩｰﾗ ｳﾞｨﾗｽ～ 

 

●インド式ヘッドスパ 
起源は 5000 年前と言われ、古代インドから伝わる「伝承医学」「生命科学」とい

う意味をもつアーユルヴェーダを用いたヘッドセラピー。アーユルヴェーダでは

頭と足に多くのエネルギーが集中していると考えられており、その部分のみを

施術する独自のセラピーです。頭部全体を手のひらでなでたり、押し上げた

り、指でつまむなど、頭皮を刺激するようにセラピーを行います。 

●アジアンオイルトリートメント 
スパイスの宝庫と言われるアジア各地のエッセンシャルオイルを使う、なめ

らかなボディケア。天然自然のものなのでカラダにとてもやさしく、人間のも

つ自然治癒力を高めます。また、香りを体の中に取り込むことで、心身とも

にさまざまなリラックス効果をもたらします。オイルは 5 種類から選べます。 

●リフレクソロジー/ハンドリフレクソロジー 
リフレクソロジーとは足の裏からふくらはぎにかけての反射区を心地よく刺

激し、ふくらはぎを揉むことによって、足のみでなく全身の血行を良くして身

体の機能回復をはかるセラピー。ハンドリフレクソロジーは手の反射区を心

地よく刺激して疲れやストレスを緩和させます。とくに腕・肩・目が疲れた方

にはおすすめです。 

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 

 

予約がいっぱいで鑑定してもらえない、現在は対面占いを行っていない

などの“カリスマ占い師の殿堂”をテーマに、人気占い師の分身たち(映

像)がマンツー・マンで占いを行う、占いパークです。 

占って欲しい占い師を選び、まずジャンル（恋愛、仕事、人生など）を選

択、お客様のデータ（お名前、性別、生年月日）を入力後、占い師からの

質問に回答します。操作はすべてボタンにて行い、質問が終了後に占い

師からのアドバイスと同時に占いの結果がプリントアウトされます。対話

形式で進行するので、あたかもその場で占い師本人が占っているよう

に、対面占いを擬似体験していただけます。 
氏 名 人物紹介 

【新宿の母】栗原すみ子 

(ｸﾘﾊﾗｽﾐｺ) 

「○○の母」の元祖。50数年間に訪れた相談者

は延べ 300 万人以上。 

【銀座の父】小石河雅仁 

（ｺｲｼｶﾜﾏｻﾋﾄ） 

過去の鑑定実績は、延べ 15 万人以上。街には長

い行列ができ、銀座の名物となる。 

エミール・シェラザード 予約待ち必至、メディアでも活躍する恋愛占い

の第一人者。 

宮坂悠紀（ﾐﾔｻｶﾕｳｷ） 大阪の人気占い師。数理運命学という独自の

占術をもつ。 

絢絲(ｱｲ) 多数の出演実績をもつ恋愛占いのアイドル。 

キャサリン 鑑定暦 28 年。個人個人の聖獣を見抜く占い師。 
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■お取り寄せデザートのフードテーマパーク「金沢デザートフォレスト」施設概要 

【施設業態】 デザートのフードテーマパーク 

【 テ ー マ 】 “お取り寄せデザートの殿堂” 

【演出テーマ】 “美味しいデザートに満ちた幸せの森” 

【施設名称】 金沢デザートフォレスト（英語表記「Kanazawa Dessert Forest」） 

【開設場所】 石川県金沢市堀川新町 3番 1号「金沢フォーラス」内５階 

【施設構成】 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」 

【オープン】 2006 年 11月 2 日（木） 

【 入 場 料 】 無料 （飲食代は別途必要となります） 

【施設面積】 約 412.5 ㎡（約 125 坪） 

【営業時間】 10：00～21：00 

【 休 業 日 】 「金沢フォーラス」の休業日に準じる 

【事業主体】 株式会社ナムコ 

【プロデュース】 株式会社ナムコ「チームナンジャ」 

【交    通】 ＪＲ「金沢」、北陸鉄道浅野川線「北鉄金沢」駅前 

 
■「金沢デザートフォレスト」ゾーニング図 
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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」ゾーニング概要 

施設ゾーン名 ゾーン特徴 オープニング時イベント及び代表メニュー 

「スイーツマルシェ」 
 
 

デザート四天王(プリン・シュー

クリーム・ショートケーキ・チー

ズケーキ)のお取り寄せベスト 10

や、各地のパティシエ達が「金沢

デザートフォレスト」のために作

ったオリジナルデザートなど、全

国各地の名店からお取り寄せし

た数十種類のデザートを、日替わ

りで販売。さらに、毎回テーマを

替え全国各地から100種類以上の

デザートをお取り寄せして期間

限定で楽しめるデザートイベン

トを開催し、デザートの持つ多様

な魅力をさまざまな形で紹介し

ます。テイクアウト/イートイン

どちらでも利用できます。 

主要デザート四天王メニュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「お取り寄せチーズケーキ博覧会」 
全国各地の絶品・新種

チーズケーキ約 100

種類を日替わりにて

取り揃え、お好みに合

わせて食べ比べを楽

しむことができます。 

※主要取り扱いデザート

については、参考資料

⑤を参照ください。 

 
カフェ 
 

全国各地のお取り寄せデザート

を、より楽しむことができるこだ

わりのコーヒー、紅茶などのドリ

ンクを提供する本格カフェコー

ナー。 

 

 

 

 

 

 

 
「佐世保バーガー  
ビッグマン」 

日本のハンバーガー発祥の地と

いわれる佐世保の「手作り・出来

立て・ボリューム満点」が特徴の

老舗。ベーコンエッグバーガー発

祥の店として知られている同店

は、佐世保市名物“佐世保バーガ

ー”の名店であり、並み居る佐世

保バーガー店舗の中でも高い人

気を誇っています。 

「ベーコンエッグバーガー」 
高さ約 10cm にも及ぶボ

リュームたっぷりの元

祖ベーコンエッグバー

ガー。豚バラを 3 日間塩

付けし、桜の原木で約

10 時間かけてじっくり

燻製にした風味豊かな

自家製ベーコンをふん

だんに使用。パテは自家

製で国産牛とオーストラリアビーフを独自の配分でブレン

ドし、20 種類のスパイスを加えたもの。上下からしっかり

つぶして傾けないように食べるのが佐世保流 

 
軽井沢クレープリー 
「アンジェリーナ」 
 

2000 年 3 月創業の軽井沢セレブ

御用達の行列店。メニューはなん

と300種類以上！オーナー羽生田

氏はクレープに魅了され、地元ク

レープ店で修行後、各地のクレー

プを食べ歩き研究。クレープ店の

激戦区、軽井沢で地元の人からも

愛される人気店。 

「高原のクリームチーズ＆季節のフルーツ」 
新鮮なの牛乳を使用し、

パリパリした食感を出す

ために水を加えたこだわ

りの生地に、オリジナル

のレアチーズクリームを

たっぷり包み込みまし

た。さらに、季節にあわ

せてフルーツをたっぷり

トッピングした逸品。オーダーを受けてから焼き上げます。 
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ロールケーキ部門 1 位 

「ルーロー・オ・フリュイ」 

日本 1 のプリン！ 

「ひよこのお昼ねプリン」 

 

チョコケーキ博覧会第 1位！ 

「ブラック＆ホワイトミルクレープ」 
 

デザート・オブ・ザ・イヤー2005第2位！

「まるごとプリンシュー」 



 
■「スイーツマルシェ」主要取り扱いデザート 
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