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NEWS RELEASE

平成 28 年 4 月 21 日

体験型ミュージアム「ロボットの館」
ロボットシェフがお迎えする「変なレストラン」が
７月１６日オープン

ハウステンボス「ロボットの王国」
４月２９日プレオープンではロボットのダンスショーや体験コーナー、
ショップが登場

ハウステンボス（長崎県佐世保市）は今年、世界最先端ロボットが登場する「ロボットの
王国」を展開します。
これまで「花」、「光」、「音楽とショー」、「ゲーム」、そして「健康と美」の５つの王国を展開に
よりオンリーワン・ナンバーワンの世界感を創出し年間を通じて３世代のお客様にお楽しみ
いただいています。
そして今年は第６の王国展開として「ロボットの王国」が登場。ゴールデンウィークのプレ
オープンではお客様に自在に操縦いただける搭乗型ロボット、複数のロボットが繊細かつ
コミカルなダンスでお客様を魅了するロボットステージショー、ロボット楽団による
コンサートなどを展開し唯一無二のロボットの世界をご体験いただきます。また高さ９ｍの
実物大パトレーバーの世界初の常設展示がスタートします。
そして７月１６日にはいよいよグランドオープンを迎えます。
「ロボットの館」はロボットと遊び、作り、体験いただけるミュージアム、日本最大級の
品揃えを誇るロボットショップ、そしてロボット企業ブースが集まる複合施設となります。
「変なレストラン」は２００年後のレストランをテーマにしたロボットの店長とシェフが
取り仕切る未来のレストランとして登場します。
そして昨年７月にオープンし世界初のロボットがメインスタッフのホテルとして世界から
高い注目をいただいている「変なホテル」で活躍するロボットもその名の通り、変化・進化を
重ねながらお客様をお迎えしています。
ハウステンボスは「ロボットの王国」で他では体験できないロボットによるエンターテイン
メントの世界をご来場のお客様に提供させていただくとともに、実際にロボットに触れていた
だくという実証実験を通じてノウハウを蓄積しサービス産業におけるロボットの進化に寄与し
て参ります。

ハウステンボス「
ハウステンボス「ロボットの
ロボットの王国」
王国」展開概要
グランドオープン（
グランドオープン（７月１６日
１６日～）

ロボットの
ロボットの今と未来を
未来を体験「
体験「ロボットの
ロボットの館」
ロボットと遊んだり、ロボットを作ったり、様々な体験が出来るミュージアムや、日本最大級の品揃え
を誇るロボットショップ、ロボット企業ブースなどが集まる複合施設が誕生。

＊館内イメージ

期

間：７月１６日～（常設）

場

所：アトラクションタウン「Kirara」館内

面

積：

内

容： 以下７つのゾーンで構成。
・ロボットショーゾーン
現代の技術を駆使したロボットたちの発表の場。ロボットたちは来場者をお出迎えし、
エリア奥へと導きます。
・ロボット体験ゾーン
実際にロボットを操作し、体験する場。様々な種類のロボットに触れることで知識・
創造力を磨いてもらう場。
・ ロボットヒストリーゾーン
ロボットが現代から未来に至るまでを絵描くヒストリーゾーン。技術の進歩が垣間見
れます。
・ 企業ブースゾーン
企業が紹介するこれからのロボット発表の場。未発表の商品や出来上がるまでの過程
を知る事ができます。
・ ロボットショップゾーン
実際に試遊し、気に入った物を購入できるショップ。ロボットの組み立てなどの楽し
みながらできるワークショップも開催。
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・ ロボット試乗ゾーン
普段乗れない搭乗型ロボットに試乗できるゾーン。メディアにも取り上げられること
が期待できます。
・ロボットアニメタイアップゾーン

＊詳細は後日発表予定

２００年後
２００年後に
年後にタイムスリップ！？「
タイムスリップ！？「変
！？「変なレストラン」
レストラン」
２００ 年後 の レストラン を テーマ にした ロボット の 店長 と シェフ が 取 り 仕切 る 未来の
未来 の
レストラン。
レストラン。ロボットシェフの
ロボットシェフの手にかかれば味
にかかれば味は正確。
正確。もちろん衛生的
もちろん衛生的。
衛生的。美味しくて
美味しくて楽
しくて楽しい
料理を
料理を。

＊

イメージ

期 間：７月１６日
１６日～（常設
～（常設）
常設）
場 所：アトラクションタウン ソーセージワーフ ２F
席 数：約１００席
１００席
主なメニュー：
メニュー：お好み焼き、焼きそば他
きそば他、フードメニュー およびドリンク
およびドリンク各種
ドリンク各種
【 導入ロボット
導入ロボットについて
ロボットについて 】
・ 店長ロボット
店長ロボット／
ロボット／客席案内ロボット
客席案内ロボット
一般的には人間の店長スタッフが行う店内入口でのおすすめメニューのご案内や空きテーブル
の情報を店長ロボットがお客様へお伝えします。
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・ お好み焼きロボット

人間同様の動きで美味しくそして正確にお好み
焼きを仕上げお客様へ提供します。また調理中
の姿は見た目もおもしろく、変なレストランの
エンターテインメント性を高める効果もありま
す。

・ コミュニケーションロボット「
コミュニケーションロボット「タピア」
タピア」
各テーブルに設置されるコミュニケーションロボ
ット。ご注文の受付に加えて席の空き状況を店長
ロボットと客席案内ロボットと共有し、お客様へ
のスムーズなご案内と効率的なレストラン運用を
可能にします。

・ ロボットスーツ／
ロボットスーツ／自動追尾ロボット
自動追尾ロボット

移動支援ロボットを足元に搭載した「ロボットスーツ」が変なレス
トランスタッフとして登場。エンターテインメント性を高めます。
またその後に「自動追尾システム」を搭載したロボットが続き使用
済みの食器を収集しながら店舗内を回遊します。

・ ソフトクリームロボット
ソフトクリームロボット「
クリームロボット「やすかわくん」
やすかわくん」
ハウステンボス場内
ハウステンボス場内で
場内で活躍中の
活躍中の「やすかわくん」
やすかわくん」も
変なレストランに
レストランに登場。
登場。レストランスタッフとして
レストランスタッフとして
ソフトクリームを
ソフトクリームを提供します
提供します。
します。
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世界初、
世界初、ロボットが
ロボットがメインスタッフの
メインスタッフのホテル「
ホテル「変なホテル」
ホテル」
２０１６年３月、第２期棟が開業し計１４４室でグランドオープンを迎えた世界一の生産性を目
指すホテル「変なホテル」。メインスタッフであるロボットは日々進化をしながらご来館のお客
様をお迎えしています。

バトルロボ「
」
バトルロボ「SHUTEBO（
HUTEBO（シュテーボ
シュテーボ）
テーボ）

高さ：４ｍ 幅：２．４ｍ 長さ：６．９ｍ
２２名程乗り
園内を定期運行しながら、所定の対戦場所でバトル戦を繰り広げます。
※ シュテーボの側面・前方・後方より水鉄砲噴射できる攻撃ロボット。

※ バトル対戦相手は対戦場所で水鉄砲を持って集まったスタッフ含む、お客様との対戦！！
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順不同

（「ロボットの王国」協力企業）＊4 月 21 日現在
株式会社 DMM.com

／

富士ソフト株式会社

株式会社デアゴスティーニ・ジャパン
株式会社プレンプロジェクト
株式会社 MJI

／

／

／

ユカイ工学株式会社

株式会社 MANOI 企画

シャープ株式会社

／

株式会社タカラトミー

株式会社ジェイアイエヌ ／ 株式会社デンソーウェーブ ／ グローリー株式会社
日立マクセル株式会社
株式会社ヨコモ

／

株式会社安川電機
株式会社ドーグ

WowWee Group Limited

松竹株式会社
／

／

／

／

Robot Shop inc

近藤科学株式会社

東洋理機工業株式会社
タケロボ株式会社

／

／

／

株式会社エム・アイ・ケー

日本アイ・ビー・エム株式会社

プライスウォーターハウスクーパース株式会社

／

DJI JAPAN 株式会社

プレオープン期間
プレオープン期間（
期間（４月２９日
２９日～５月５日）
・ 夢のロボット操縦
ロボット操縦が
実現！「搭乗型
操縦が実現！「
！「搭乗型ロボット
搭乗型ロボット」
ロボット」
操縦可能な搭乗型ロボットに乗って対戦ゲームを体験。ロボットと力を合わせてバトル！
期間：４月２９日～５月５日
場所：アトラクションタウン

噴水広場

※小学生未満は保護者同乗推奨（合計体重 100Kg 以下）
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・ 息ぴったり！
ぴったり！集団演技で
集団演技で魅せます 「ロボットステージショー」
ロボットステージショー」
複数のロボットが繊細でコミカルなダンスを披露。おもわず応援したくなるキュートな動きに
ご注目。

プロデュース/演出：ロボットゆうえんち/岡本正行
ロボットモーション製作：ロボットゆうえんち/Dr.GIY

・ 人間との
人間との混成
との混成 ロボット楽団
ロボット楽団「
楽団「オルディオン」
オルディオン」コンサート
４体の演奏ロボットと人間との混成楽団「オルディオン」に

よるなんとも不思議なコンサー

トがゴールデンウィーク限定で開演。ロボット団員はそれぞれベース、鍵盤ハーモニカ、トー
ンチャイム、ドラムを担当し、一人（フルート）の人間とさわやかなハーモニーを奏でます。
会場では、直接演奏できるカリヨン Jr もお待ちしています。
期間：4 月 29 日(金・祝)〜5 月 5 日(木・祝)
時間：1 日 3 回（各約 15 分〜20 分間）
場所：アトラクションタウン噴水広場
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・ 高さ９ｍ 実物大パトレーバー
実物大パトレーバー登場
パトレーバー登場（
登場（世界初 常設展示）
常設展示）
映画、『THE NEXT GENERATION パトレーバー』に登場した全高約９
ｍの実物大パトレーバー「９８式 AV イングラム」。実際に撮影で使
用された立像タイプの一般公開は世界初、長期にわたる常設展示も
世界初となります。
期間：４月２９日～（常設）
場所：アトラクションタウン「Kirara」前
©2014 HEADGEAR/ 「THE NEXT GENERATION -PATLABOR- 」製作委員会
『THE NEXT GENERATION パトレイバー』とは・・・
1988年の誕生以降、従来のロボットアニメの常識を覆すリアルな描
写が熱狂的な支持を集め、 ロボットジャンルの代表作の一つとな
った「機動警察パトレイバー」。そのアニメシリーズを手掛けた押
井守を監督に迎えた実写プロジェクトが『THE NEXTGENERATION パ
トレイバー』である。2014年4月より上映を開始した全7章シリーズ
を経て、その到達点ともいえる長編劇場版では“全高約９メートル
の警察用ロボット”という唯一の空想を除いて、我々の実となんら
変わらない日常を背景に、突如起こるテロと対峙する警察組織の戦
いをリアルかつ壮大なスケールで描き、日本ならではのスーパーリ
アル・ロボットアクションとしての高い評価を受けている。

・ 新感覚の
新感覚の試乗体験「
試乗体験「移動支援ロボット
移動支援ロボット」
ロボット」
搭乗型移動支援ロボットの展示・試乗体験を開催。販売も行います。

・ トーリロボの
トーリロボの息（ミントのにおい
ミントのにおい）
のにおい）チェック
俳優・松坂桃李さんにそっくりで「ＡＣＵＯ（アクオ）」の CM
でおなじみの「トーリロボ」が GW 限定で HTB に登場。におい
識別センサー搭載で息に含まれるミント成分によってかわいく
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リアクションします。
期間：5 月 3 日(火・祝)〜5 日(木・祝)
時間：1 日 3 回（各約 20 分間）
場所：アトラクションタウン噴水広場
プロデュース/演出：ロボットゆうえんち/岡本正行
©AQUO／トーリロボ

・元世界チャンピオン
元世界チャンピオンが
チャンピオンが登場 ラジコンカー「
ラジコンカー「レジェンド」
レジェンド」デモンストレーション
ラジコンカーレース界のレジェンドであり元世界チャンピオン広坂正美氏による大迫力
のラジコンデモンストレーション。1/10 サイズの電動ラジコンカーがハウステンボスの街
を疾走します。この他、トップ選手による模擬レースや参加型イベントも開催。
期間：5 月 3 日(火・祝)〜5 日(木・祝) 予定
時間：13 時〜・16 時〜(各約 20 分間)
場所：アトラクションタウン噴水広場

広坂正美氏 プロフィール
1970 年生まれ。R/C（ラジオコントロール）カーレース歴 39 年 現住所 東京都。R/C カー製
造発売元 株式会社ヨコモ所属。5 歳の時に R/C カーと出会い、7 才の時に参加したレース
で初優勝し、その後 16 才で全日本チャンピオン、17 才で世界チャンピオンを獲得。通算で
は世界選手権優勝 14 回、全日本選手権優勝 52 回を獲得。前人未到 18 年間の世界選手権優
勝保持記録を持つ。現在は、R/C の 5 団体にも所属し、R/C の認知度向上及び普及活動に邁
進中。
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・ ロボットと
ロボットと暮らそう「
らそう「ロボットショップ
ロボットショップ」
ップ」
人気を集める家庭用ロボットの展示、販売を行います。
場

所：アトラクションタウン

噴水広場

《ニュースリリースについてのお問い合わせ先》
ハウステンボス株式会社 経営企画室 高田・中野裕子
ＴＥＬ ０９５６－２７－０１３８ ＦＡＸ ０９５６－２７－００２５
http://www.huistenbosch.co.jp
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