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報道関係各位 2015 年 10 月 1 日 

最新テクノロジー体験“ショッピングセンターで海遊び”からアナログな“土のう積み”まで 

新しいあそび体験複合施設 『ナムコ・ＡｓｏＭＩＸ（アソミックス）』  
2015年 10月 29日（木） ららぽーと海老名にオープン！ 

 

株式会社ナムコ（東京都港区、社長：萩原仁）は、2015 年 10 月 29 日（木）に開業する大型商業施設「ららぽ

ーと海老名」（神奈川県海老名市、海老名駅直結）の 4 階に、ファミリー向け屋内型複合遊戯施設『ナムコ・Ａｓ

ｏＭＩＸ（アソミックス）』をオープンします。 
 

明るく広々とした店内には、『あそびパークＰＬＵＳ（プ

ラス）』、『キャラポップストア』、『ファミリーシールプリン

ト KI-SE-KA（キセカ）』の３つのゾーンからなる多様な遊

びを取り揃え、0 歳～12 歳のお子さまをお持ちのファミリ

ー層のお客様に、親子の楽しいひとときを心に刻んでいただ

ける空間をご提供します。 

(株)バンダイナムコエンターテインメントによる、『屋内砂

浜 海の子』や、(株)バンダイが玩具などを展開する『かみさ

まみならい ヒミツのここたま』初のオフィシャルショップ

など、バンダイナムコグループならではのコンテンツをどこ

よりも早く楽しんでいただけるのも特長です。 
 

■ゾーン 1.『あそびパークＰＬＵＳ（プラス）』  

『あそびパークＰＬＵＳ』は“夢中であそぶ時空間体験～親子で共創しお子さまの

成長を実感できる場～”をコンセプトとしたインドアプレイグラウンドゾーンです。 

「海・丘・村・街」をモチーフとした空間デザインを採用。最新技術を駆使した遊び

が体験できるコーナーや、“土のう積み”やサンドアートなど、シンプルでありながら

自由な発想を引き出すこだわりの遊具で、親子の想い出作りの場を提供します。 

▼あそびパークＰＬＵＳの主なコーナー 

①「屋内砂浜 海の子」 ④ベビーテラス 

②サンドアートカレッジ ⑤クリエイターズヴィレッジ 

③イマジネーションヒルズ ⑥カービルドライドシティ 

※①⑤⑥は初登場。③に設置の一部遊具は初登場。 
 

■ゾーン 2.『キャラポップストア』 

キャラクターグッズやミニゲームなどキャラクターの魅力を体験

できる『かみさまみならい ヒミツのここたま』と『アイカツ！』の

オフィシャルショップを展開します。 

※「かみさまみならい ヒミツのここたまオフィシャルショップ」は初出店。 
 

■ゾーン 3.『ファミリーシールプリント KI-SE-KA（キセカ）』 

お子さま用レンタルコスチュームを用意し、親子で一緒に遊んだ想い出を形に残すことを提案するシールプリン

トコーナーを展開します。 

「ＡｓｏＭＩＸ」施設概要 

施設名称 ナムコ・ＡｓｏＭＩＸ（アソミックス） 施設面積 約 271 坪 

ご利用料金 

ＡｓｏＭＩＸの入場は無料 

※「あそびパークＰＬＵＳ」など各ゾーンの 

ご利用には別途料金がかかります。 

営業時間 

10：00～21：00 

※「あそびパークＰＬＵＳ」は 10：00～19：00 

（最終受付 18：30） 

所在地・連絡先 〒243-0436 神奈川県海老名市扇町 13 番 1 号ららぽーと海老名４Ｆ TEL：046-206-6616 

※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。 
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ナムコ・ＡｓｏＭＩＸ（アソミックス） 詳細 添付資料(1/2) 
 

■『あそびパークＰＬＵＳ（プラス）』概要 

 ナムコが全国に展開する人気の砂場施設『あそびパーク』で培ったお子さま向

け施設のノウハウを活かし、新たに『あそびパークＰＬＵＳ』を展開します。 

砂場遊びを中心とする従来の『あそびパーク』に比べ、面積を約 10 倍に拡大（約 200 坪）、広々とした明るい空

間に最新テクノロジーの体験からアナログな遊びまで、お子さまの想像力を引き出すことにこだわったバリエーシ

ョン豊かな遊びにより大幅に進化しました。また、安心・安全・清潔感のある店内は、0 歳～12 歳までの年齢に応

じたゾーニングでスタッフが親子遊びのサポートをします。お子さまの心と身体の成長を実感できる施設です。 

 

【通 常 料 金】子ども（6 カ月～12 歳） ：最初の 30 分 630 円（税込）、以降 10 分ごと 150 円（税込） 

         保護者・20 歳以上同伴者：最初の 30 分 630 円（税込）、以降延長料金はかかりません。 

【お得フリーパス】子ども（6 カ月～12 歳） ：平日１日フリー1,500 円（税込） 

          保護者・20 歳以上同伴者：平日１日フリー 630 円（税込） 

 
 

①「屋内砂浜 海の子」（初登場） 

最新の CG・立体音響技術で再現した、南国の海辺のような環境で、

サラサラの砂に打ち寄せる波間を裸足で走り回る気持ちよさや、海の生

き物を追いかけ自分で捕まえる喜びを感じつつ、思う存分はしゃぐこと

ができるコーナーです。 

満ち引きする波とたわむれたり、生き生きと泳

ぐ大小様々な魚を、専用の器を使ってつかまえる

ことができます。 

②サンドアートカレッジ 

 水がなくても固まる安全性の高い砂「suna・suna」でサンドアートの造形の楽しさを体験いただけます。 

③イマジネーションヒルズ（一部遊具は初登場） 

 「丘の上のアスレ」（アスレチック）、「風の丘」（空気膜遊具）など身体を思う存分動かす遊びや、「Donow」（土

のう積み遊び）、大型ブロックなどの構成あそびなど、お子さまの自由な発想を生かしたアナログな遊びができるコ

ーナーです。 

④ベビーテラス 

ベビーの五感に刺激を与える「はじめてのあそび道具」を取り揃えました。0 歳～18 カ月までのベビーが安心し

て遊んでいただけます。 

⑤クリエイターズヴィレッジ（初登場） 

「お絵かきのおうち」でハウス形状のガラスに自由にお絵かきができ、自分で作ったおうちで「ごっこ遊び」が

できるコーナーです。 

⑥カービルドライドシティ（初登場） 

車体のデザインを自分好みにカスタマイズし、自分だけの乗物に乗ってコースを走ることができます。 

 

【施設ウェブサイト】 http://www.namco.co.jp/am/asomix 

 
 

 

⑥カービルドライドシティ 

④ベビーテラス 

②サンドアートカレッジ 

飲食もできる 

レストスペース 

*『あそびパークＰＬＵＳ』各コーナーイメージ 

*「屋内砂浜 海の子」イメージ 

⑤クリエイターズヴィレッジ 

③イマジネーションヒルズ 

①屋内砂浜 海の子 



ナムコ・ＡｓｏＭＩＸ 詳細 添付資料(2/2) 
 

■「かみさまみならい ヒミツのここたま オフィシャルショップ」（初出店・入場無料） 

女児向け新アニメ『かみさまみならい ヒミツのここたま』（テレビ東京系）の

放送開始（2015 年 10 月）を記念し、初のオフィシャルショップを出店します。 

玩具、文具、ＣＤ等に加え、ここでしか手に入らないオリジナルグッズを取り

揃えたショップや、アニメの世界を再現したミニゲームを通して、『かみさまみな

らい ヒミツのここたま』の世界観をお楽しみいただけます。 

・ヒミツのここたまグッズコーナー  ・ハウス玩具プレイテーブル（無料） 

・ミニゲーム 「ころがし『ここたま』くじ」（１回 300 円/税込） 

・フォトスポット「こころちゃんのおへや」（無料） 

・スタンプラリー「ヒミツのともだちツアー」（１回 600 円/税込※予価）  

 

 

 

 

 
 

 
 

【ショップウェブサイト】 http://www.namco.co.jp/chara_shop/coco-tama/ 

 

■「アイカツ！ オフィシャルショップ」（入場無料） 

ナムコが全国で展開中の「アイカツ！オフィシャルショップ」が、10 月より新展開

を迎えた TV アニメ「アイカツ！」の内容に沿ってアイカツ！くじやミニアトラクシ

ョンにオリジナル賞品が加わるほか、アイカツ！オフィシャルグッズコーナーにオリ

ジナル商品を追加し出店します。 

さらに、「栗栖ここね・藤原みやび」の大人気ユニット「あまふわ☆なでしこ」の

公式サポーター就任に合わせ、ナムコ描き起こしイラスト商品を発売します。新サポ

ーターと共に「アイカツ！オフィシャルショップ」を盛り上げます。 
 

・アイカツ！オフィシャルグッズコーナー         ・アイカツ！撮影コーナー（1 回 520 円/税込）   

・アイカツ！くじ（1 回 420 円・3 回 1,030 円/税込）    ・データカードダス（1 回 100 円/税込） 

・ミニアトラクション（1 回 420 円・3 回 1,030 円/税込） ・ガシャポン（1 回 100 円～/税込） 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※イラスト、画像についてはイメージです。実際の商品と異なる場合があります。ご了承ください。 

 

【ショップウェブサイト】http://www.namco.co.jp/chara_shop/aikatsu/ 

©BANDAI/TV TOKYO・ここたま製作委員会 

◆新アニメ「かみさまみならい ヒミツのここたま」のストーリー 
人間のモノへの想いが魂となって生まれた「ここたま」は、人に見つからないようにこっそり人

を幸せにするお手伝いをしている小さな神様。 

ある日、小学 5 年生の四葉こころが大切にしている色鉛筆から生まれたここたま(ラキたま)は、

こころに姿を見られてしまった！ 

こころにみつかってしまったことをきっかけに 2 人は"ヒミツのけいやく"を結ぶことに…。こ

ころとここたまたちのちょっとヒミツのお話が始まる…！ 

(アニメ公式ホームページ「あにてれ」：http://ani.tv/cocotama/） 

 

 

表面 

表面 裏面 

◆アニメ「アイカツ！」４年目のストーリー 
＜2015年 10月 1 日よりテレビ東京系で放送中！（制作：バンダイナムコピクチャーズ）＞ 
 
『広がる世界、私たちのアイドル活動！』 
 
スターライト学園のユニット・ルミナスの大空あかり、氷上スミレ、新条ひなきは、 
『ルミナス☆ジャパンツアー』に出発！ 
アイカツワゴンに乗って日本中を駆け巡る彼女たちを待っているのは、ファンの笑顔や 
声援、そして、各地の魅力的なアイドルたち！ 
学園を飛び出したルミナスのアイカツ！は、新たな出会いと共に、さらにアツく盛り上がります！ 

◆『データカードダス アイカツ！』とは 
 
『データカードダス アイカツ！』は、ファッションアイテムを描いたカードを読み込ませて、オーディション 
（リズムゲーム）で遊ぶことのできる、デジタルキッズカードゲームです。ＩＣカードを使うと、 
自分オリジナルのキャラクター「マイキャラ」を作ることができ、ゲームの結果を記録することができます。 
『データカードダス アイカツ！』の詳細は、公式ＨＰをご確認ください。 
（データカードダス アイカツ！公式 HP http://www.aikatsu.com/） 

 

 

 

■クッション 

あまふわ☆なでしこ 1 種（1620 円/税込） 

■カラビナキーホルダー 

あまふわ☆なでしこ 1 種（1620 円/税込） 

■ファン証明書キラキラ Ver. 

あまふわ☆なでしこ 1 種（324 円/税込） 
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