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ヤバすぎスポーツで世界一へ！ 

ギネス世界記録™に挑戦できる日本初の常設コーナー 

『VS ギネス世界記録™』 VS PARK セブンパーク天美店に誕生！ 

株式会社バンダイナムコアミューズメントは、ギネスワールドレコーズが認定する公式のギネス世界記録™挑戦コーナー、『VS ギネス

世界記録』を、2021年 11月 17日 (水 )に開業する「VS PARK セブンパーク天美店」(大阪府松原市)内に設置いたします。常

設のギネス世界記録挑戦コーナーは日本初となります。 

 

 

 

 

『VS ギネス世界記録』はバラエティスポーツ施設「VS PARK」と、様々な世界記録を扱う「ギネス世界記録」がコラボレーションしたプ

ロジェクトです。「ヤバすぎスポーツで、世界一へ。」をコンセプトに、株式会社バンダイナムコアミューズメントとギネスワールドレコーズが

新たな世界記録が生まれるオリジナルのスポーツアクティビティを共同開発し、国内のみならず、世界に向けてワクワクするスポーツ体

験を届けていきます。 
2021年11月17日(水)から「VS PARK セブンパーク天美店」に誕生する『VS ギネス世界記録』コーナーでは、第一弾として 

トリックショットの世界記録に挑戦できる「カミワザピンポン」(※２)をお楽しみいただくことができます。そして、年4回開催予定のギネス世

界記録挑戦会で、参加者が標準設定記録を更新した場合、正式に「ギネス世界記録」として認定され、ギネス世界記録保持者と

なることができます。また、本コーナーでは 「ギネス世界記録」から提供された、世界のヤバすぎスポーツの記録の展示もお楽しみいただ

けます。 

「VS PARK」と「ギネス世界記録」がコラボし、新たな世界記録を生み出していくスポーツアクティビティシリーズ『VS ギネス世界記録』

にご期待ください。 

 

※店舗で確認できる「ギネス世界記録」を更新したスコアを出すだけではギネス世界記録に認定されません。ギネス世界記録に認定されるのは、年 4 回開催予定の、

ギネス世界記録の公式認定員が立ち会う「VS ギネス世界記録 ギネス世界記録挑戦会」の参加権を獲得し、ギネス世界記録を更新した方が対象となります。「VS

ギネス世界記録 ギネス世界記録挑戦会」への参加権は「VS ギネス世界記録 予選会」で上位記録を出した方に与えられます。 

（※２） 正式記録名は今後発表予定。 

 

【詳細は次ページをご覧ください】 

 

 

なお、同店を含む当社施設では各種の新型コロナウイルス感染症対策を行っています。 

詳しくは当社ホームページ(https://bandainamco-am.co.jp/company/NEWS/important/notice_AmusementSpot_cv19.html)をご覧ください。 

 

 

※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。※画像はイメージです。 

http://bandainamco-am.co.jp/
https://bandainamco-am.co.jp/company/NEWS/important/notice_AmusementSpot_cv19.html


 

 

・・ 第一弾スポーツアクティビティ 「カミワザピンポン」！           
『VS ギネス世界記録』の第一弾スポーツアクティビティは「カミワザピンポン」(※２)。 

TikTok や YouTube などで見かけるピンポン球を使ったトリックショットを、30 秒間で何球決める事が出来るかに挑戦する競技で、老

若男女問わず楽しめるアクティビティです。 

企画監修は、「泡パ」や「ドライブインフェス」等数々の体験型イベントを手掛ける体験クリエイター「アフロマンス」率いる株式会社アフ

ロ＆コー。コースの監修は、トリックショットなどの神業動画等が視聴回数 3,400 万回の大ヒットを記録し、SNS の総フォロワー数は

135 万を超える、今話題の動画クリエイター/YouTuber の「カミワザ」が担当。数々のトリックショットに挑戦してきた経験を生かし、ト

リックショットならではの楽しさを存分に引き出したコース内容となっています。 

トリックショットの世界記録に挑戦できる「カミワザピンポン」を是非お楽しみください。 

 

※店舗で確認できる「ギネス世界記録」を更新したスコアを出すだけではギネス世界記録に認定されません。ギネス世界記録に認定されるのは、年 4 回開催予定の、

ギネス世界記録の公式認定員が立ち会う「VS ギネス世界記録 ギネス世界記録挑戦会」の参加権を獲得し、ギネス世界記録を更新した方が対象となります。「VS

ギネス世界記録 ギネス世界記録挑戦会」への参加権は「VS ギネス世界記録 予選会」で上位記録を出した方に与えられます。 

（※２） 正式記録名は今後発表予定。 

 

 

  

公ギネス世界記録挑戦会に参加して、ギネス世界記録保持者に！？             

『VS ギネス世界記録』では、年 4 回のギネス世界記録挑戦会の開催を予定しています。この挑戦会にはギネス世界記録の公式

認定員が立ち合い、標準設定記録を超える事が出来た場合には、公式のギネス世界記録として認定されます。 

第一回目のギネス世界記録挑戦会は 2021 年 12 月 18 日（土）に開催。標準設定記録を超えると、ギネス世界記録として認

定され、公式認定証が授与されます。 

 

<VS ギネス世界記録 公式記録挑戦会概要> 

イベント名：「VS ギネス世界記録 公式記録挑戦会」 

開催日 ： 2021 年 12 月 18 日（土） 

場  所 ： VS PARK セブンパーク天美店内 

参加費 ： 無料（別途 VS PARK の利用料金が必要です） 

参加資格： 小学生以上。当日開催予定の「VS ギネス世界記録 予選会」に参加され、記録上位 

５名様に、「VS ギネス世界記録 ギネス世界記録挑戦会」の参加権を授与いたします。 

※予選会の参加人数には制限があります。(先着順) 

内  容 ： 「カミワザピンポン」の公式記録挑戦会。参加者の中で最も優秀な記録且つ、標準設定記録を超えている場合に 

は、ギネス世界記録として認定されます。 

※詳細は後日公式 HP にて発表いたします。 

 

※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。 ※画像はイメージです 

 ギネス世界記録に挑戦できる『VS ギネス世界記録』 VS PARK セブンパーク天美店に誕生！ 添付資料(1/3) 

◀「カミワザピンポン」。卓球台を変形させたようなデザインで、 

斜めに切れている柱にバウンドさせててゴールを狙う。 

ベストアングルで撮影できるスマートフォンスタンドを設置します。 



 

 

＜VS ギネス世界記録 予選会の参加権が抽選で当たる！動画投稿キャンペーン開催！＞       

 『VS ギネス世界記録』では、「カミワザピンポン」の体験動画を撮影し、所定のハッシュタグをつけて TikTok に投稿していただき、そ

れを店舗スタッフにみせるとオリジナルステッカーをプレゼントするほか、投稿者の中から抽選で 2 名様を後日開催される「第一回  

VS ギネス世界記録 予選会」に招待するキャンペーンを開催します。 

  

■開催期間：セブンパーク天美開業日～12 月 5 日（日）  

■賞   品：(参加賞) オリジナルステッカー ※ステッカーはなくなり次第終了となります。 

         (抽 選) 12 月 18 日開催予定の「VS ギネス世界記録 予選会」 参加権（2 名様） 

■当選発表：2021 年 12 月 8 日(水)予定 

 

 

 

・「カミワザ(KAMIWAZA)」について                           

         

 

 

 

 

 

 

 
※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。 ※価格は税込です。 ※画像はイメージです。 

 

 ギネス世界記録に挑戦できる『VS ギネス世界記録』 VS PARK セブンパーク天美店に誕生！ 添付資料(2/3) 

『VS ギネス世界記録™』概要 

コーナー名 『VS ギネス世界記録』 ※『VS ギネス世界記録』は VS PARK 内のコーナーです。 

住所 
〒580-0032 大阪府松原市天美東三丁目500番地 セブンパーク天美(SEVEN PARK AMAMI)2階  

VS PARK内 

営業時間 10:00～21:00(最終入場受付 20:30)  ※VS PARK の営業時間に準じます。 

URL https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/amami/  

利用条件 小学生以上 

利用料金 

(税込) 

VS PARK の利用料金でご体験いただけます。 

■一日フリーパス 

一般：3,500～3,800 円、学生(大学・専門・高校・中学）：3,000～3,200 円、小学生：2,500～2,700 円 

■120 分遊び放題 

一般：2,800～2,900 円、学生(大学・専門・高校・中学)：2,200～2,400 円、小学生：1,700～1,900 円  

※曜日や季節により異なります。 

 

その他、アプリ会員割引もご用意しています。 

詳細はホームページをご確認ください。 

著作権表記 ©BANDAI NAMCO Amusement Inc.    

日本初のトリックショット系 YouTuber。メンバーはともひろ（写真中央）、ヒデトリアン（写真右）、なり

（写真左）の 3 名。 
主にスポーツやおもちゃを使った「神業動画」を配信中。おもちゃの銃を使った FPS ゲーム視点の動画は全世

界で高い人気を集めており、視聴回数は 3,400 万回超え、シリーズとしての総視聴回数は 1 億回を超える

大ヒット中。 
YouTube チャンネル登録者数は 84 万人(2021 年 10 月 15 日時点)。YouTube を含む SNS の総

フォロワー数は 135 万を超える、今注目のクリエイター。 
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC8JXxmLOudOKybJSCwbec6Q 
TikTok：https://www.tiktok.com/@kamiwaza? 

Twitter：https://twitter.com/kamiwaza_team1 

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/amami/


 

 

・・「VS PARK セブンパーク天美店」についてて                               
 

「VS PARK セブンパーク天美店」は、『VS ギネス世界記録』以外にも、正面から突進してくる猛獣の大群をよけまくる「ヨ

ケキル」や、走る車めがけてシュートを決める「アテターレ！サッカー」など、西日本初登場となるアクティビティをはじめ、新アクティ

ビティ 7 種類を含む 34 種類のアクティビティで、2 時間遊び放題で友達同士やご家族一緒にお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

《店舗における新型コロナウイルス感染症対策について》 

VS PARK セブンパーク天美店では、お客さまと従業員の感染防止の観点から、次の取り組みを行います。 

・対人距離を保つため、平常時より入場定員を減らして営業いたします。 

・ご入場の際には非接触型機器で検温させていただきます。 

・定期的にアクティビティ、設備に対する除菌清掃を行います。 

・スタッフは就業前の健康チェック、うがい、手洗い、消毒の励行、マスクの着用を徹底いたします。 

【お客さまへのお願い】 

・マスクの着用 

・対人距離の確保 

・こまめな手指消毒 

・体調の確認：次の症状がございますとご入場をお断りさせていただきます。 

37.5℃以上の発熱、強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ(呼吸困難)などの症状 

お客さまとスタッフの安全のため、ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

※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。 ※画像はイメージです。 

 ギネス世界記録に挑戦できる「VS ギネス世界記録」 VS PARK セブンパーク天美店に誕生！ 添付資料(３/3) 


