
 

 

 

 

 

 

 
     

    

                                                                

 

 

 
 
 

株式会社ナムコは、ファミリー向け大型アミューズメント施設『NAMCOLAND（ナムコランド） iias

（イーアス）つくば店』を 10 月 31 日（金）に開設いたします。総投資額約 7 億円、初年度の年間集

客数は 200 万人を見込んでいます。 
 

当施設は、大和ハウス工業

株式会社が茨城県つくば市に

開業する北関東最大級のショ

ッピングモール「iias(イーア

ス)つくば」の核テナントとし

て 2 階フロアに開設。 

発明王“エジソン”にちなんだ

3つのコンテンツで子どもたちの

“想像力”“発想力”を育てる 

「「「「エジソンエジソンエジソンエジソン KIDSKIDSKIDSKIDS（（（（キッズキッズキッズキッズ）」）」）」）」    

と、親子三世代で遊べる多 

彩なアミューズメントマシンアミューズメントマシンアミューズメントマシンアミューズメントマシンゾーンゾーンゾーンゾーン、茨城県初出店の飲食飲食飲食飲食 2222 店舗店舗店舗店舗で構成しています。 
 

学園都市つくばにふさわしく、子どもの健全な育成を「遊び」と「教育」両方の視点から捉え、子ど

もたちの“想像力”“発想力”を育て、三世代家族が揃って遊べるエンターテインメント空間を展開します。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたちの“想像力”“発想力”を育む施設 

“想像力”“発想力”を育てる！エジソンの発明品紹介用タッチパネルゲームイメージ 

報道関係各位 

NAMCOLAND    iiasつくばつくばつくばつくば店店店店 
10月31日（金）オープン！ 
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2 0 0 8 年 1 0 月 2 9 日  

株 式 会 社  ナ   ム コ  

代表取締役社長 : 橘 正裕    

「NAMCOLAND iias つくば店」ファサード 



 

 
  

■■■■「「「「NAMCOLANDNAMCOLANDNAMCOLANDNAMCOLAND    iiiiiasiasiasias つくばつくばつくばつくば店店店店」」」」施設施設施設施設特長特長特長特長    

  
「エジソン KIDS」は、親子で楽しく過ごせる時間課金制ゾーンです。発明王“エジソン”に

ちなみ、3333 つのつのつのつのコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツで子どもたちの“想像力”“発想力”を育むサービスを提供いたします。 
 

 

①①①①発明品展示発明品展示発明品展示発明品展示ととととワークショップワークショップワークショップワークショップのののの『『『『エジソンラボラトリーエジソンラボラトリーエジソンラボラトリーエジソンラボラトリー』』』』    

エジソンの発明品の数々を、バンダイナムコグループである㈱バンダイの「おもちゃ
のまちバンダイミュージアム」※1 の協力のもと、複数展示します。また、毎週土曜と
祝日には、NPO 法人「CANVAS（キャンバス）」※2の協力により、子どものための体験型
ワークショップを開催（1 プログラム約 90 分/有料）。主に、子ども向けの造形ワーク
ショップを開催します。ちょっと不思議で発見がいっぱいのワークショップで、ひらめ
きや想像力をかきたてます。 

 

＜＜＜＜期間限定期間限定期間限定期間限定！「！「！「！「エジソンエジソンエジソンエジソン企画展企画展企画展企画展」」」」開催開催開催開催！＞！＞！＞！＞    オープンオープンオープンオープンからからからから11111111 月月月月6666 日日日日（（（（木木木木））））までまでまでまで    

    エジソン KIDS のオープンを記念して、「エジソン企画展」を開催します。通常

展示する発明品に加え、当期間のみ、さらに多くの発明品を特別展示いたします。

また、エジソンのことなら何でもござれのエジソン博士も登場。世界の偉人エジ

ソンをより深く知ることが出来ます。 

 

 

  

 

 

 

        

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

    

②②②②プレイゾーンプレイゾーンプレイゾーンプレイゾーン『『『『エジソンエジソンエジソンエジソンのののの庭庭庭庭』』』』    

大型ジャングルジムコーナーとフア

フア風船コーナーの 2 種類で構成して

います。お子様の成長に合わせたコー

ナーをご利用いただけるので、安全に

自由にお遊びいただけます。  

 

②エジソンの庭 

①エジソンラボラトリー 

3333 つのつのつのつのコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツでででで““““想像力想像力想像力想像力”“”“”“”“発想力発想力発想力発想力””””をををを育育育育ててててるるるる「「「「エジソンエジソンエジソンエジソンKIDSKIDSKIDSKIDS」」」」                    
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エジソンの発明品を展示 

トーマス・A・エジソン 

    
③③③③遊遊遊遊べるべるべるべる図書館図書館図書館図書館『『『『エジソンエジソンエジソンエジソンのののの書斎書斎書斎書斎』』』』    

子どもが読みたい、親が読ませたい絵本 

2,000 冊、マンガ 3,500 冊が読み放題。 

絵本は、絵本出版社約 100 社による公認絵本ポータルサイト「絵本ナ

ビ」※3の協力によりセレクトしています。 

また、マンガについては、教育学研究や食文化研究、マンガ論などで

も知られる国立大学法人筑波大学の谷川彰英理事・副学長※4の協力によ

り定期的にテーマに沿ったお薦め作品を特集します。 

読みたい・読ませたい絵本の数  々                 

③エジソンの書斎 



 

 

 
 

多彩な最新アミューズメントマシンを取り揃えた地域最大級と

なる約 1,000 坪のアミューズメントゾーンです。大型体感スポー

ツゲーム機やアーケードゲーム機をはじめ、乗り物や豊富な景品

ゲーム機、多数のメダルゲーム機、大型ビデオゲーム機など、400

台以上のバラエティ豊かなアミューズメントマシンを取り揃え

ました。 
 
特長的なのは、その広さを生かした大型体感スポーツゲーム機

コーナー！ 全長 12ｍのピッチングゲーム機、全長 5ｍのサッカー

ゲーム機をはじめ、バスケットボールゲーム機、卓球ゲーム機など

身体を動かして、みんなでワイワイ楽しめるコーナーを設けました。 
 
ご家族みんなで楽しめる幅広いラインアップをご用意してい

ます。  

 

「渋谷 109」で大人気のヨーグルトアイス専門店『『『『Pure BerryPure BerryPure BerryPure Berry』』』』（ピュアベリー）と、お子様か

らお年寄りまで高い人気を誇るクレープ専門店『『『『MOMOMOMOTHERTHERTHERTHER’’’’S CRAPES CRAPES CRAPES CRAPE & CAFE & CAFE & CAFE & CAFE』』』』（マザーズ クレープ

＆カフェ）の 2店舗が茨城県初出店。ヘルシーなオリジナルスイーツをご提供します。    
 
 

店舗名 代表メニュー 特徴 

Pure BerryPure BerryPure BerryPure Berry        

（（（（ピュアベリーピュアベリーピュアベリーピュアベリー））））    

    

 
 

 
フローズンヨーグルト 

 

 

 

2008 年 5 月「渋谷 109」で第 1 号店がオープン。“世界初のコ

ラーゲン入り美肌フローズンヨーグルトショップ”として、行列がで

きるほどの人気を博しています。 

代表メニュー「フローズンヨーグルト」は、美と健康をテーマに、

100 を超える牧場の中から選び抜いたヨーグルトを使用。フルー

ツをトッピングすることでビタミン C が加わり、コラーゲンと合わせ

て美肌効果抜群！芸能人やモデルのファンも多い当店オリジナル

スイーツです。 

（※一般的なフローズンヨーグルトは、海外では食事代わりに

食べられるほど栄養豊かなスイーツです。） 

その他、30 種類ものメニューがあるコラーゲン入りタピオカドリ

ンク等も提供いたします。 
 

MOMOMOMOTHERTHERTHERTHER’’’’S S S S     

CREPECREPECREPECREPE & CAFE & CAFE & CAFE & CAFE    

（（（（マザーズマザーズマザーズマザーズ    

クレープクレープクレープクレープ＆＆＆＆カフェカフェカフェカフェ）））） 

 
クレープ 

 

 1999 年に池袋サンシャインシティアルバに第 1 号店がオープ

ン。その後、日本のみならず海外にも進出し、幅広いお客様の支

持を得ています。 

 健康なファーストフードの追求をコンセプトに、安全・安心な食

材を使用した“ヘルシーで美味しい”クレープを提案し続けていま

す。こだわり家族のオリジナルブレンドの小麦粉と小麦のふす

ま、100%国産大豆からつくった豆乳を加えたオリジナルクレープ

で、“母親の健康を願う心”をおいしくお届けします。 
 

 

 

株式会社ナムコは、「遊びを通じて、お客様を幸せにします」を使命とし、地域の皆様に愛され

る新しい遊びをクリエイトしてまいります。 

 
 

地域最大級地域最大級地域最大級地域最大級！！！！約約約約1,001,001,001,000000坪坪坪坪のののの広広広広さをさをさをさを誇誇誇誇るるるる、、、、親子三世代親子三世代親子三世代親子三世代みんなでみんなでみんなでみんなで楽楽楽楽しめるしめるしめるしめる大型大型大型大型アミューズメントアミューズメントアミューズメントアミューズメント    

話題話題話題話題ののののスイーツスイーツスイーツスイーツ2222店舗店舗店舗店舗がががが県内初出店県内初出店県内初出店県内初出店！「！「！「！「Pure BerryPure BerryPure BerryPure Berry」」」」「「「「MOTHERMOTHERMOTHERMOTHER’’’’S S S S CRAPECRAPECRAPECRAPE    ＆＆＆＆    CAFECAFECAFECAFE」」」」    
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出入口 

施設ゾーニング図                 

約1,000坪の 

アミューズメントマシン

ゾーン 

エジゾンKIDS 

スイーツ 
ショップ 



 

 
 

■■■■施設概要施設概要施設概要施設概要    
 

施設総称 NAMCOLAND iiasNAMCOLAND iiasNAMCOLAND iiasNAMCOLAND iias つくばつくばつくばつくば店店店店    

開業日 2008 年 10 月 31 日（金） 

年間集客目標 200 万人 

施設面積 約 3,770 ㎡（約 1,140 坪） 

テーマ 子どもたちの“想像力”“発想力”を育む 

住所 
茨城県つくば市研究学園 C－50街区 1  

iias つくば 2階 

電話番号 029-868-7460 

    

営業時間 10：00～23：00 （「エジソン KIDS」除く） 

設置機器台数 
約 410 台 
景品ゲーム機：約 80 台、メダルゲーム機：約
150 台、大型ビデオゲーム機：約 40 台 ほか 

 

◆ エジソン KIDS（キッズ） 概要 

面積 約 400 ㎡（約 120 坪） 

営業時間 
（平日）  10：00～18：00（最終受付 17：30） 
（土日祝） 10：00～20：00（最終受付 19：30） 

対象年齢 0～12 歳までの子どもと保護者 

子ども（2歳以下） 同伴無料  

子ども（3歳以上～小学生以下） 30 分 300 円 / 延長 15分 100 円 料金 

保護者（18 歳以上） 30 分 300 円 / 延長 15分 100 円 
 
※※※※1 1 1 1 おもちゃのまちおもちゃのまちおもちゃのまちおもちゃのまちバンダイミュージアムバンダイミュージアムバンダイミュージアムバンダイミュージアム    

栃木県下都賀郡壬生町にある 2007 年 4 月にオープンした㈱バンダイの博物館。「おもちゃと遊ぼう。エジソンと出会おう」をテーマに、日

本のおもちゃの歴史をカバーする約 7,000 点のコレクションや、世界でも有数、日本国内では最高の質・量を誇る、発明王エジソンの発

明品約 2,900 点を展示している。コレクションの多くは動態保存により、実際に音を聴いたり動きを見たりすることが可能。 
 
※※※※2222 NPO NPO NPO NPO 法人法人法人法人 CANVASCANVASCANVASCANVAS    

NPO 法人 CANVAS は、「子ども向け参加型創造・表現活動の全国普及・国際交流を推進する NPO」として、政府や

マルチメディア振興センターの支援のもと、2002 年 11 月に設立。子どもたちの創造・表現力をテーマにしたワーク

ショップ・ イベント、セミナーを多数、企画・開催している。「子どものための創造の場と表現の場を提供し、豊かな

発想を養う土壌を育てる」という目標に向けて、国内外の団体・人と新しいネットワークを形成し、世界規模の活動

を行っている。《理事長：川原正人 元日本放送協会(NHK)会長》 

 
 

※※※※3333    「「「「絵本絵本絵本絵本ナビナビナビナビ」」」」    http://www.ehonnavi.net/http://www.ehonnavi.net/http://www.ehonnavi.net/http://www.ehonnavi.net/    
「子どもに絵本を選ぶための情報を集めた参加型絵本紹介サイト」というコンセプトで、2002 年４月にオープン
したインターネットの絵本サイト。100 社を超える絵本出版社の協力を得て絵本の画像や紹介文を掲載し、４
万人を超えるメンバーが絵本の評価と感想を投稿。独自の評価ランキングや、対象年齢別のおすすめ絵本、 

  新着レビューコーナー、新刊絵本紹介など、豊富なコンテンツで、子育て中の母親を中心に人気を博してい
る。「All About Japan スーパーおすすめサイト大賞 2004」でベストサイトに選出された。 

 

※※※※4444    筑波大学筑波大学筑波大学筑波大学・・・・谷川彰英谷川彰英谷川彰英谷川彰英（（（（たにかわたにかわたにかわたにかわ    あきひであきひであきひであきひで））））副学長副学長副学長副学長    
1945 年長野県生まれ。筑波大学理事・副学長。教育学者。各種学会の会長、中央教育審議会の専門委員を務める一方、 ノンフィクシ

ョンライターとして、マンガ評論、地名研究などでも幅広く活躍している。手塚治虫との共著『「いのち」と「こころ」の教科書』、『「地名」は

語る―珍名・奇名から歴史がわかる―』など著書多数。マンガジャパン幹事。  
 
 

＊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。 
 
 

以上 
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