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ゲーム、スイーツ、
ゲーム、スイーツ、アトラクションの三位一体で
アトラクションの三位一体で、
の三位一体で、家族が一緒に楽しめるアミューズメント施設
家族が一緒に楽しめるアミューズメント施設

国内最大級の“エコ・ショッピングセンター”イオン レイクタウンに登場

『NAMCOLAND イオン レイクタウン店』
レイクタウン店』 10／
10／2（木）オープン
（木）オープン
株式会社 ナ ム コ
社
長 : 橘 正裕
本
社 : 東京都大田区矢口2-1-21
資 本 金 : 100億円

株式会社ナムコは、国内最大級 565 の専門店からなる“エコ・ショッピングセンター”「イオン レイ
クタウン」（埼玉県越谷市）の MORI ゾーン 3 階に、大型アミューズメント施設 『NAMCOLAND
（ナムコランド）イオン レイクタウン店』を、10 月 2 日（木）にオープンします。初年度の年間集客数は
200 万人を見込んでいます。
『NAMCOLAND イオン レイクタウン店』は、
“ドキドキワクワクと出会えるファミリーエンターテ
インメント”を店舗コンセプトに、家族で楽しめる
バラエティ豊かなエンターテインメントの創造を
目指しています。
店舗は、“ゲーム”“スイーツ”“アトラクション”
と、大きく 3 つの要素で構成され、家族みんな
がそれぞれ自分に合った遊びを見つけていた
だくことができます。

「NAMCOLAND イオン レイクタウン店」イメージ

◆要素① ＜ゲーム＞ 家族でワイワイ！ 10 円玉でも遊べる！気軽に遊べるゲーム機が勢ぞろい
●10 円でも遊べる！「プレイテン」コーナー
約 20 台のアーケードゲームが 1 プレイ 10 円～30 円で登場。アーケードゲームになじみの薄い方でも
お楽しみいただけるよう、シンプルな操作なもの、身体を使って遊ぶものなど、簡単にお楽しみいただけ
る機器を取り揃えました。
●グループでワイワイ！スポーツゲーム
「バスケットライ」（アトラス製）や「ファイナルボウリング」（ホープ製）などみんなでワイワイお楽しみいただ
ける最新のスポーツアーケードゲームを多数取り揃えました。
その他、お子様がお楽しみいただける「乗り物」や「キッズカードゲーム」、大人の方にお楽しみいただける
ゴージャスな「メダルゲーム」など、様々なゲーム機も取り揃えています。
◆要素② ＜スイーツ＞
＜スイーツ＞ 見て楽しい！選んで楽しい！食べて美味しい！
食べる楽しさ、選ぶ楽しさ、語らう時間を、ご家族みんなでお楽しみいただけるスイーツコーナーが登場。
目の前で作りあげられる絶品スイーツを、目で、耳で、舌でお楽しみいただけます。女性に人気の高いあ
のシリアルマミーが当施設のために考案した新しいコンセプトショップ
当施設のために考案した新しいコンセプトショップ「キャ
関東初登場
当施設のために考案した新しいコンセプトショップ「キャラメ
「キャラメルボックス
ラメルボックス」
ルボックス」や、関東初登場
となる新感覚のアイスクリーム店「
「CORNET（コルネット
CORNET（コルネット）
（コルネット）」など 4 店舗の魅力あふれるスイーツ店が集結しま
した。（添付資料①参照）
◆要素③ ＜アトラクション＞
＜アトラクション＞ 壁の中のボールで遊べる!?「プレイモーションシアター」＆アクションロボット
壁に映る映像でサッカーやバスケットボールなどが、いつでもインタラクティブに体験できる「プレイモー
「プレイモー
ション」が日本初
日本初登場。
ション」が
日本初登場。（添付資料②参照）
登場。
また、音声発信機能付インタラクティブロボット「オットー」君と、日夜ロボット研究に没頭する科学者（アク
ター）が会場を動き回り、「プレイモーションシアター」の遊び方を伝授するイベントも開催します。
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■「NAMCOLAND イオン レイクタウン店」施設概要
レイクタウン店」施設概要
施設名称
住
所
電話番号
営業時間
施設面積

設置機器

デザート
コーナー
店 舗 名

NAMCOLAND イオン レイクタウン店
埼玉県越谷市東町 2 丁目 8 番地イオン レイクタウン MORI 3F
048-990-3330
10：00～22：00
約 2,100 ㎡（約 635 坪）
メダルゲーム
・・・ 125 台
キッズゲーム
・・・
32 台
体感アーケードゲーム ・・・
70 台
（うちプレイテンコーナー20 台）
その他
・・・
23 台
計 250 台
シリアルマミー
キャラメルボックス
クレープおじさん
CORNET（コルネット）

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、さまざまな遊びの提
供を進めてまいります。

＊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。
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参考資料 ①

■「NAMCOLAND イオン レイクタウン店」スイーツコーナー
レイクタウン店」スイーツコーナー出店店舗概要
スイーツコーナー出店店舗概要
№
店舗名
1 シリアルマミー

2 キャラメル専門店
「キャラメルボックス」
キャラメルボックス」

代表メニュー
デセールキャラメル

特徴
★埼玉県初出店
埼玉県初出店
代官山で開業したビストロにて提供していたフレンチトースト
「パンベルデュ」が大好評となり、スイーツ専門店として 1999 年
開業。2003 年、スイーツの殿堂となるフードテーマパーク「自由
が丘スイーツフォレスト」に名だたるパティシエたちと並び出店
しました。
お菓子の弁当「おかじゅう」やハンバーガーの形をしたスイー
ツ「マミドバーガー」をはじめ、女性らしいアイデアいっぱいの
さまざまなスイーツを考案し続けています。
代表メニュー「デセールキャラメル」は、サバランのようなし
っとりとした食感のフレンチトーストに手作りのほろ苦いキャラ
メルクリームをサンドし、甘さ控えめのホイップクリームとあわ
せました。テレビショッピングでは 90 分で 6 万 5 千個販売の実績
を誇る大人気スイーツです。
その他、パティシエの作る動物の顔をデザインしたケーキや、
定番ケーキ、ホールのバースディケーキなども提供いたします。

生キャラメル

★初店舗
★初 店舗 （シリアルマミーPresents
（シリアルマミーPresents 新コンセプト店舗
新コンセプト 店舗）
店舗 ）
手作りのキャラメルクリームを作り続け、高い人気を誇ってい
る「シリアルマミー」が、今回の施設のために考案した新しい
今回の施設のために考案した新しい
コンセプトショップ“キャラメル”専門店
コンセプトショップ“キャラメル”専門店です。
“キャラメル”専門店
メイン商品の生キャラメルは、口溶けなめらか！冷蔵庫に入れ
ておかないといけないくらい柔らかいキャラメルです。
このほか、オリジナルのキャラメルクリームを使ったムースや
ロールケーキなど、様々なキャラメルスイーツを提供します。

ミニクレープ

京都で高い人気を誇る「クレープおじさん」が、当施設のため
当施設のため
に考案したミニクレープ「チャーミングクレープ」
「チャーミングクレープ」を提供します
に考案したミニクレープ
「チャーミングクレープ」を提供します。
を提供します
このミニクレープは、色々な味を少しずつ味わえるショート
ケーキの良さと華やかさをプラスしたミニサイズのクレープで
す。また、クレープ工場のようにお客様の目の前で一枚一枚自動
で焼きあがる様は一見の価値あり。
メニューは新鮮なフルーツや美味しいジェラードアイスを使っ
たクレープ、サラダやおかず系まで、常時 70 種類以上の品揃え！
小さいサイズなので、小さなお子様からいろいろな味を体験した
い方まで、さまざまな楽しみ方ができます。

*シリアルマミー
新コンセプト店舗

3 クレープおじさん

CORNET（コルネット
（コルネット）
ット）
4 CORNET（コルネ

アイスコルネット

★関東初出店
関東初出店
2006 年に、静岡に登場し大人気を博している新感覚のアイスク
しずおかまる

リーム店「CORNET」が関東初登場。
「静岡○ごとワイド」や FMHaro!
「すずきしずかの金曜ラジオ」等でも取り上げられた人気店です。
アツアツの揚げパンと、冷たくて甘いアイスクリーム。この正
反対の二つの要素を取り入れた新感覚スイーツ「アイスコルネッ
ト」をお届けします。アイスクリームに、お好きなフルーツを
選んで、ブレンダーで MIX できる、この店舗だけのサービスも実
施。静岡の特産物をはじめ、常時 8 種類以上のフルーツをご用意
しておりますので、ご自分のお好みにあった美味しい新食感をお
楽しみいただけます。
お持ち帰り用のミニコルネや、コルネの中に温かいチョコソー
スを入れるコルネフォンデュなど、さまざまな新食感をご体験く
ださい。
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■「プレイモーションシアター」概要
プレイモーションシアター」概要
「プレイモーションシアター」とは、インタラクティブ映像装置のこと。高品位のプロジェク
ションシステムとセンサーをコントロールし、インタラクティブな画像を提供します。表示され
る映像に、お客様がアクションを起こすことでその動きを感知し、映像が変化していく様を楽
しんでいただくことができます。
・同時Play人数 ： 4～20名
※コンテンツによって変わります。
・映像コンテンツ ： 12種類
※1〜2本／年のコンテンツ更新を予定しています。

＜コンテンツ内容＞
■ Shufflepuck（バスケットボール）
プレーヤーと向き合い、まるでボールがあるように、ドリブル・パス・シュー
トを楽しめ、スコア表示・音響効果を完備したバスケットボールゲーム。

■ Play Soccer（プレイ・サッカー）
足や頭を使ってパスやドリブルができ、音響効果が完備されたサッカーゲー
ム。

■ My Solar System（僕らの太陽系）
危険な小惑星から、太陽系の惑星たちをユーザーの手で保護し、操りながら地
球を守るゲーム。
まるで巨人になったような感覚になれる。

■ Trees Seasons（季節の木）
ユーザーの決めたポーズが、腕は枝となり、手は葉っぱとなる。
体が「木」に変化し、参加者と楽しみながら森を作ってゆく。

アクションロボット「オットー」
音声発信機能付インタラクティブロボット。科学者（アクター）と掛け合いを
しながら、
「プレイモーションシアター」の遊び方を楽しく伝授します。会場を
動き回り、その場にいらっしゃるお客様と会話を交わします。

