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スポーツを気軽に思い切り楽しめるエンタメ系バラエティスポーツ施設 

“ヤバすぎスポーツ”集結 『VS PARK』 
ナムコが大阪・EXPOCITYに 2018年 4月 7日（土）オープン 

  

株式会社ナムコ(本社：東京都港区／社長：萩原 仁)は、性別や運動神経に関わらずスポーツを気軽に思い

切り楽しめるバラエティスポーツ施設『VS PARK(ブイエス パーク)』を 2018 年 4 月 7 日（土）、「EXPOCITY」

(大阪府吹田市)内にオープンします。『VS PARK』は、テレビのバラエティ番組に参加しているかのような体

験ができるエンターテインメント要素盛り沢山の“ヤバすぎスポーツ”を集めたバラエティスポーツ施設です。 

 

約 800 坪の施設内には、超短距離走を本気で楽しめる世界初

の猛獣逃げきりアクティビティ「ニゲキル」等の『デジタルア

クティビティ』、従来のスポーツにユニークなガジェットを追

加し遊び感覚でスポーツを楽しめる『エキストラスポーツ』、

ネットやテレビで紹介された話題の“やってみたい”スポーツ

を体験できる『エキストラアクティビティ』等、全 37 種類の

“ヤバすぎスポーツ”を取り揃えます。 

 

 

施設概要 

施設名称 VS PARK（ブイエス パーク） 電話番号 06-6369-7186 

所在地 大阪府吹田市千里万博公園2-1 EXPOCITY内 営業時間 
平日   ：10:00～21:00 

土日祝日： 9:00～21:00 

施設面積 約 2,640 ㎡（約 800 坪） 

利用料金 

一般：2,700 円/2 時間 

学生（大学・専門・高校・中学）：2,160円/2時間 

小学生：1,620 円/2 時間  ※価格は全て税込 

詳細はホームページをご確認ください。 

https://www.namco.co.jp/others/vspark/ 
オープン日 2018 年 4月 7 日(土) 

※ニュー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。 

※弊社は 2018年 4月 1日より、株式会社バンダイナムコエンターテインメントのアミューズメント機器事業を統合した「株式会社バンダイナム

コアミューズメント」に変わります。 

 

 

 

 

 

※アクティビティイメージです。 

※アクティビティイメージです。 

http://www.namco.co.jp/
https://www.namco.co.jp/others/vspark/
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■アクティビティの一部をご紹介 

＜デジタルアクティビティ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

猛獣逃げきりアクティビティ ニゲキル 

対戦相手の動物を選び、壁に投影された動物(映像)と 

超短距離走で対決。 

体験時間：約 2 分 

巨大風船爆発ルーム 

パニックキューブ 
時間内にナゾを解かないと 

巨大風船が爆発！ 

体験時間：約 10 分 

CYBER BOCCIA（サイバーボッチャ） 
エキサイティングで頭脳的な「ボッチャ」を 

更にカッコ良く楽しく体験できるサイバースポーツ。 

体験時間：約 10 分 

WONDERWALL（ワンダーウォール） 
デジタルでエンタメ要素を加えた新しいボルダリング。 

体験時間：約２分 

HADO（ハドー） 
体を動かして技を発動させ、フィールドを自由に動き回り、 

味方と連携して楽しむテクノスポーツ。 

体験時間：約 2 分 

レジェンドスポーツヒーローズ 

DYNAMITE POSE(ダイナマイトポーズ) 

影に併せて様々なポーズを取る、 

カロリー大量消費型スポーツ。 

体験時間：約 5 分 
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■アクティビティの一部をご紹介 

＜エキストラスポーツ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜エキストラアクティビティ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低音卓球 

予測不能なバウンドと光の演出。 

360°使える円筒形の卓球台でアガる。 

体験時間：約 10 分 

ビリッカー 

フランス生まれのビリヤード×サッカー。 

球と台をそのまま拡大し、キックとヘディングでプレー！ 

体験時間：約 20 分 

レジェンドスポーツヒーローズ 

CURLING(カーリング) 
「氷上のチェス」カーリングを再現！  

体験時間：約 10 分 

アーチェリーハント 

避けて、拾って、撃つ！ 

「弓矢×サバゲー×ドッジボール」 

体験時間：約 30 分 

スラックライン 
わずか 5ｃｍのライン上でバランスをとり、 

様々なポーズや技を楽しめる新スポーツ。 

体験時間：約 10 分 

 

テックボール 
リフティングやヘディングを戦略的に組み合わせて楽しむ、 

「卓球」×「サッカー」。 

体験時間：約 10 分 
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誰よりも早く「#ヤバスポ」体験できる！ 

『VS PARK』オープニングイベント「ヤバスポフェス」4 月 6 日(金)開催！ 

 

株式会社ナムコが手がける『VS PARK』のオープンを記念して、「泡パ®」や「低音卓球」など話題のアク 

ティビティを手がけるクリエイター・アフロマンス率いる「Afro&Co.」とコラボレーションし、オープニング

イベントとして「ヤバスポフェス」を 2018 年 4 月 6 日(金)に開催します。 

 「ヤバスポフェス」は、オープン前夜から一足早く『VS PARK』の“ヤバすぎスポーツ”を体験できるイベ

ントです。イベントを盛り上げるために、日本武道館での単独ライブを成功させた「アップアップガールズ

(仮)」のライブや、ULTRA や EDC などの大型フェスにも出演する「TJO」、そしてクリエイター「アフロマン

ス」など人気 DJ のプレイなどの演出も予定しています。 

 『VS PARK』を誰よりも先に楽しめるフェス「ヤバスポフェス」への参加方法は、ナムコ公式 Twitter アカ

ウントをフォローし、3/14(水)～3/25(日)の間にキャンペーン対象ツイートをリツイートしていただいた方の

中から、抽選で 300 組 600 名を無料で「ヤバスポフェス」にご招待いたします。詳しくは、ナムコ公式ホー

ムページをご覧ください。（ナムコ公式ホームページ：https://www.namco.co.jp/） 

 

グランドオープン前に「#ヤバスポ」が無料で体験できる！ 『VS PARK』を貸し切って音楽を楽しむ前夜祭             

       
     アフロマンス                   アップアップガールズ(仮) 
 数々のムーブメントをつくりだす          常に命懸けでライブを行う等、“上へ上へ”を目指し、 

   パーティークリエイター           日本武道館で単独ライブを成功させた実力派アイドル 

                                      

        

 

 

 

 

 

 

 

TJO            KAZUMA KAWAHARA          DJ YU-KI 

ULTRA や EDC など、海外の大型フェスにも   2.5 次元系の人気俳優と  圧倒的現場力を持つハイブリッド DJ 

  出演する国内 TOP クラス DJ       DJ という２つの顔を持つ   

出演アーティスト 

https://www.namco.co.jp/
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「ヤバスポフェス」イベント概要 

 

タイトル：「ヤバスポフェス」 

 

開催日時：2018 年 4 月 6 日(金) 19:00 〜 22:30 

 

実施会場：『VS PARK』 

      大阪府吹田市千里万博公園 2-1 EXPOCITY 内 

      

参加方法：『VS PARK』のオープニングイベント「ヤバスポフェス」へ無料参加できるキャンペーンを

実施します。 

ナムコ公式 Twitter アカウントをフォローし、3/14(水)～3/25(日)の間にキャンペーン対象

ツイートをリツイートしていただいた方の中から、抽選で 300 組 600 名を無料で「ヤバス

ポフェス」にご招待いたします。 

 

キャンペーン参加資格：Twitter アカウントをお持ちの 18 歳以上の方 

 

募集期間：2018 年 3 月 14 日(水) 10:00 〜 2018 年 3 月 25 日(日) 23:59 まで 

 

応募方法：詳細は 2018 年 3 月 14 日（水）10:00 よりホームページでお知らせいたします 

（https://www.namco.co.jp/others/vspark/） 

 

出演者：アップアップガールズ(仮) / アフロマンス / TJO / KAZUMA KAWAHARA / DJ YU-KI 

 

主催：株式会社ナムコ 

 

企画/制作：Afro&Co. 

 

注意事項：・キャンペーンに参加したことがわかる条件を必ずご提示ください。 

     ・イベント内で撮影された写真及び映像に関する著作権は、当イベントの主催に帰属しま

す。施設の他イベントの告知等で使用する場合がございますので、同意書にサインをい

ただきます。予めご了承下さい。 

     ・イベント内容は、主催者の判断により、予告無く内容が変更される場合がございます。 

イベント内容変更の場合は、ホームページにて告知いたします。 

（https://www.namco.co.jp/others/vspark/） 

     ・18 歳未満の方はご入場いただけません。 

      

https://www.namco.co.jp/others/vspark/
https://www.namco.co.jp/others/vspark/

