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大人も子供も 1 日中楽しめる体感型知育空間
『チームラボ 学ぶ！未来の遊園地』『TOYS CAFE』
イオンモール宮崎に 3 月 16 日（金）オープン

TOYS CAFE イメージ図

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山田 哲、以下タイトー）は、
3 月 16 日（金）に九州最大級のショッピングモールへリニューアルする「イオンモール宮
崎」において、
「人とのつながりを感じられる体験や空間の提供」をテーマとした体感型知
育空間『チームラボ 学ぶ！未来の遊園地』と、遊べる玩具（おもちゃ）カフェ『TOYS CAFE』
をオープンいたします。
南九州では初出店となる同施設は、身近にある「遊びながら学べる施設」として最上級
の遊びを提供いたします。昨年 7 月には福岡「キャナルシティ博多」内に『チームラボ 学
ぶ！未来の遊園地』と『トミカプラレールカフェ』をオープンしており、今日までに大変
多くのお客様にご来場いただいております。
タイトーは、あらゆる世代の方々へ笑顔や新たな驚き、人とのつながりをご提供するた
め、従来のアミューズメント施設の枠にとらわれない、エンターテインメント施設の展開
に取り組んでいます。今後も様々な「遊び」を積極的に提供してまいりますので、どうぞ
ご期待ください。

【全世界で 600 万人を動員した最新デジタルアートがつくり出す体感型知育空間】
タイトーは、チームラボキッズより作品の提供を受け、昨年 7 月に福岡で『チームラボ 学
ぶ！未来の遊園地 キャナルシティ博多店』をオープンいたしました。
モノ消費からコト消費への流れが加速しており、体験や経験を重視する“コト消費”の場を
求めるお客様に新しいエンターテインメントを提供するため、弊社の施設運営のノウハウ
とチームラボキッズのデジタルコンテンツを組み合わせた、子どもたちが夢中になり、自
由に体を動かし、互いに影響を与えながら、共同的で創造的な共創体験を楽しむことが出
来る体感型知育空間を展開いたします。
【店舗情報】
店名

チームラボ 学ぶ！未来の遊園地 イオンモール宮崎店

所在地

宮崎県宮崎市新別府町江口 862-1 イオンモール宮崎サウスモール 2F
TEL：0985-34-9271

オープン日

2018 年 3 月 16 日（金）

時間

10:00～18:00（最終入場 17:30）※3/16～3/18 は 9:00 開店
時間制プラン：最初の 30 分 お一人様 500 円（延長 30 分ごと 500 円）
フリーパス ：1,200 円
※両プランとも大人・子ども（3 歳以上）共通の金額となります。

料金

※2 歳以下無料
※小学生以下のお子様のご入場は、保護者の方(※扶養者、または 20 歳以上のそれ
に準ずる方)の同伴が必要です。
※障がい者手帳提示者本人 1 名無料(付き添いの方は有料)
※混雑時は入場を制限させていただくことがございます。

定休日

年中無休（母体施設に準ずる）

店舗 URL

https://futurepark.teamlab.art/event/aeonmallmiyazaki

【遊べる玩具（おもちゃ）カフェをコンセプトにしたテーマカフェ】
「のりもの」をテーマに、株式会社タカラトミー（本社：東京都葛飾区、代表取締役社
長：小島 一洋）が発売している不動の人気を誇る有名玩具、ダイキャスト製ミニカー「ト
ミカ」と鉄道玩具「プラレール」の商品をメインとした物販エリアと、テーマに沿った飲
食メニューを提供する飲食エリアを設置し、店内全体で遊べる仕掛けを施しています。
世界中で人気の「トミカ」や「プラレール」の世界観をメニューに取り込み、店内装飾
にも趣向を凝らしており、子供のみならず大人も魅了される「ワクワク」
「ドキドキ」のエ
ンターテインメント空間をお楽しみいただけます。
【店舗情報】
店名

TOYS CAFE 遊べる玩具（おもちゃ）カフェ

所在地

宮崎県宮崎市新別府町江口 862-1 イオンモール宮崎サウスモール 2F
TEL：
（物販）0985-34-9277 （飲食）0985-34-9275

オープン日

2018 年 3 月 16 日（金）

時間

10:00～21:00（オーダーストップ 20:30）※3/16～3/18 は 9:00 開店

定休日

年中無休（母体施設に準ずる）

店舗 URL

https://www.taito.co.jp/toys_cafe

■チームラボ 学ぶ！未来の遊園地とは
「学ぶ！未来の遊園地」とは、共同的で創造的な人間になることをテーマにした、大人
から子どもまで楽しめる教育プロジェクトです。
これまで、台湾、中国、韓国、アメリカ、タイ、インドネシア、南アフリカ等の海外各地
や国内各地で開催し、常設店舗も国内、シンガポール、ドバイ、中国、イタリアに展開中。
2018 年 3 月には国内・海外累計来場者数が 600 万人を達成しました。
なお、チームラボのアートと、学ぶ！未来の遊園地が融合した展覧会は、2015 年に東京・
お台場で 5 ヶ月間の開催で約 47 万人が訪れました。また、世界最大のクリエイティブ系デ
ジタルメディアの一つ designboom の「TOP 10 art exhibitions of 2015」に選ばれました。
2016 年にアメリカで開催した展覧会は、シリコンバレーではじめてアートが受け入れら
れたと評されています。2016 年 3 月からは、シンガポールのマリーナベイ・サンズで常設
展をオープン。同国の主要新聞 2 紙で第一面を飾るなど、世界各地で大絶賛されてきまし
た。他、海外各地や、国内各地で開催。
【共同的な創造、「共創（きょうそう）」とは】
『共創』（共同的な創造性）のための教育的なプロジェクトであり、実験的な場。
https://www.teamlab.art/jp/concept/co-creation/

■トミカとは ：公式サイト http://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/
「トミカ」
（発売元：タカラトミー）は、外国製のミ
ニカーが全盛で国産車ミニカーを求めるお客様の声が
高まっていた当時、
「日本の子どもたちに、もっと身近
な国産車のミニカーで遊んでもらいたい」という熱い
想いのもと、1970 年に日本初の手のひらサイズの国産
車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売されました。現在までに累計 930 種以上の
車種が発売され、累計販売台数は 6 億 2500 万台を超え、3 世代にわたり愛されています。
（2017 年 6 月現在）近年では、定番商品に加えて、女性や男性にも人気のキャラクターや
コンテンツとコラボレーションした「ドリームトミカ」シリーズや、ハイディテールコレ
クションモデル「トミカプレミアム」シリーズなどラインナップを拡大しています。
また、2016 年 4 月から大人向けブランド「tomica」のライセンス展開を本格始動しまし
た。従来のトミカユーザー（３～５歳男児）だけでなく、年齢・性別に関わらず幅広い方
に興味を持ってもらえるようアパレル、服飾雑貨のほか、文房具、日用品などへのライセ
ンス展開を実施し、さらなるブランドの強化を目指してまいります。

■「プラレール」とは ：公式サイト http://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/
「プラレール」は、株式会社タカラトミーより発売中
の鉄道玩具シリーズです。1959 年にプラレールの原型で
ある「プラスチック汽車・レールセット」が発売されて
から半世紀以上、身近な“鉄道”をテーマに、子どもたちが
社会を学び、創造力を育む玩具として愛されています。
青いレールを自由につなげて線路をレイアウトし、3 両編成の列車を走らせることが基本の
遊び方です。発売当時から現在まで、青いレールの規格は統一されており、現在では親子
三世代にわたり親しまれています。日本国内ではこれまでに、累計約 1,370 種類、1 億 6,000
万個以上を販売しています（2017 年 3 月末現在）
。
© TOMY

【関連 URL】
タイトー公式サイト

：https://www.taito.co.jp/

タイトー公式ツイッター

：https://twitter.com/TAITO

タイトー公式フェイスブック

：http://www.facebook.com/TAITO.Jpn

【商標】
※「トミカ」
「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。
※「TAITO」「TAITO ロゴ」は、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商
標です。
※ その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

別紙

チームラボ 学ぶ！未来の遊園地 資料

お絵かきタウン / Sketch Town
作品：https://www.team-lab.net/jp/works/sketchtown
動画：https://youtu.be/ZVcWKBTVbvE

すべって育てる！フルーツ畑 /
Sliding through the Fruit Field
作品：https://www.teamlab.art/jp/w/fruitfield/
動画：https://www.youtube.com/watch?v=nSSJbc6O3tU

お絵かきタウンペーパークラフト /
Sketch Town Papercraft

つくる！僕の天才ケンケンパ /
Create! Hopscotch for Geniuses

作品：https://www.team-lab.net/jp/works/sketchtownpapercraft
動画：https://youtu.be/EGwynQ2_UaI

作品：https://www.team-lab.net/jp/works/create-hopscotch
動画：https://youtu.be/IcDNF-wWkEU

まだ かみさまが いたるところにいたころの ものがたり /
Story of the Time when Gods were Everywhere

小人が住まうテーブル / A Table where Little People Live

作品：https://www.team-lab.net/jp/works/stgse
動画：http://youtu.be/byJRFGkxHVo

作品：https://www.teamlab.art/jp/w/kobitotable/
動画：https://www.youtube.com/watch?v=2n-DU58jjKE

光のボールでオーケストラ / Light Ball Orchestra

つながる！積み木のまち / Connecting! Block Town

作品：https://www.team-lab.net/jp/works/orchestra
動画：http://youtu.be/R8qinL2-U8c

作品：http://taipei.team-lab.net/jp/park/block-town.html
動画：https://www.youtube.com/watch?v=wWFsTg-qDJo
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くるまのデザート盛り合わせ

トミカ オリジナルランチバッグ

JR 九州列車 マスキングテープ

くるまのソフトクリーム

