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VR エンターテインメント研究施設「VR ZONE Project i Can」に 

『機動戦士ガンダム』を題材とした VRアクティビティが登場！ 

ガンダム VR 「ダイバ強襲」 

8月 26日（金）稼働開始！ 
実物大ガンダム立像の手にしがみつけ！モビルスーツ同士の迫力のバトルに遭遇！ 

 

株式会社バンダイナムコエンターテインメント（本社：東京都港区、代表取締役社長：大下聡）は、「VR ZONE Project i 

Can」（東京・台場）に、『機動戦士ガンダム』を題材とした VR アクティビティ、ガンダム VR 「ダイバ強襲」を 2016 年 8 月

26 日（金）より稼働開始します。本アクティビティは、ダイバーシティ東京 プラザのフェスティバル広場に設置されている実

物大ガンダムと、敵対するモビルスーツとの戦いに遭遇した生身の人間の感覚を味わうことができるアクティビティです。コ

クピットに搭乗・操縦するといった、既存のガンダムゲームの視点とは異なり、巨大なモビルスーツ同士がぶつかり合う迫

力や衝撃を目の前で体験できる、全く新しい“機動戦士ガンダム体験”をお楽しみいただけます。 

 

■その迫力、もはや恐怖。ガンダム VR『ダイバ強襲』稼働開始！  

ガンダム VR『ダイバ強襲』は、ダイバーシティ東京 プラザのフェスティバ

ル広場に設置されている実物大ガンダムの手にしがみつき、実物大のモビ

ルスーツ同士が戦う迫力をすぐ目の前で体験するというこれまでにないガン

ダムの世界観を楽しめる VRアクティビティです。現実さながらに全身で体感

する、巨大なモビルスーツがぶつかり合う衝撃や強烈な地響き、眼前でほと

ばしる熱など、その場に居合わせる感覚はもはや恐怖を覚えるほどの迫力

です。専用体感マシンと VR 技術との掛け合わせで、モビルスーツ同士の戦

いに目の前で遭遇するというこれまでにない新しい発想で生み出された体

験をぜひお楽しみください。 

※ガンダム VRの体験は抽選になる場合があります。 

詳しくは公式サイト（https://project-ican.com/）でご確認ください。 

 

■Project i Canの今後の展開について 

2016年4月15日より株式会社ナムコ運営の下、期間限定で展開してきた当施設は、2016年10月10日をもちまして、

VR 技術でエンターテインメントの未体験領域を開拓する「Project i Can」の研究施設としての役割を終え、営業を終了い

たします。今後は、これまでの研究成果として蓄えたノウハウを最大限に活かし、より多くのお客様に驚き、楽しんでいただ

ける新しいエンターテインメントを提供できるよう、引き続き可能性を追求してまいります。今後も“バンダイナムコエンター

テインメント発の VR展開”にご期待下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■『VR ZONE Project i Can』（所長）小山 順一朗、（室長）田宮 幸春からのコメント 

「やりたい！けど実際はムリ」という Project i Canならではの体験を、『機動戦士ガンダム』という IPでここに実現し

ました。『機動戦士ガンダム』でのパイロット操縦体験は、全国のアーケード施設で現在も絶賛稼働中の「機動戦士ガ

ンダム 戦場の絆」で楽しむことができます。そんな中で、『機動戦士ガンダム』という IP を活用して、全く新しい切り口

の体験をお客様にお届けしたいと思い、これまでに培ってきた IPの知識、体感マシン開発技術、VR開発といった全て

のノウハウを掛け合わせ、本アクティビティを開発しました。本アクティビティに対する皆様のご意見をお聞かせいただ

き、さらに VR アクティビティを進化させ、お楽しみいただきたいと考えております。当施設の営業終了まで限られた期

間ではありますが、皆様のご希望・ご感想をぜひともお聞かせ下さい。 

(c)創通・サンライズ 

・体験料：930バナコイン（1,000円） 

・体験時間：8分 

https://project-ican.com/
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「VR ZONE Project i Can」その他コンテンツラインアップ                                 

 

 

極限度胸試し 

『高所恐怖ＳＨＯＷ』 
「ムリ！ムリ！ムリッ！たった一歩

が踏み出せねえ!!」 

地上 200ｍに飛び出した細い板の

先に取り残された猫を救出する、

極限の度胸試し。 

 

［ＶＲアクティビティ所要時間］ 

約 7分 
※ＶＲゴーグルの着脱時間を含みます 

［体験料金］ 

930バナコイン（1,000円） 
 
（c）BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 

 

 

急滑降体感機 

『スキーロデオ』 
「断崖絶壁  君は滑りこなせる

か？」崖が切り立つ広大な雪山

を滑り抜ける急滑降スキー体

験。 

 

［ＶＲアクティビティ所要時間］ 

約 6分 
※ＶＲゴーグルの着脱時間を含みます 

［体験料金］ 

651バナコイン（700円） 

 
（c）BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 

 

 

  

ホラー実体験室 

『脱出病棟Ω (オメガ)』 
みんなと一緒に廃墟と化した巨

大病棟へ入り込む。 

“本当に襲われる”かつてない恐

怖経験。 

 

［ＶＲアクティビティ所要時間］ 

約 12分 
※ＶＲゴーグルの着脱時間を含みます 

［体験料金］ 

744バナコイン（800円） 

（おひとり様） 
※2～4名様での同時体験となります 

 
（c）BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 

 

 
VRシネマティックアトラクション 

『アーガイルシフト』 
少女と共にロボットのコックピット

へ。巨大ロボットに乗り込んで戦う

“憧れ”の実体験。 

 

［ＶＲアクティビティ所要時間］ 

約 7分 
※ＶＲゴーグルの着脱時間を含みます 

［体験料金］ 

651バナコイン（700円） 
 
（c）BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 

 

 

ＶＲ鉄道運転室 

『トレインマイスター』 
「のみこまれる運転臨場感」 

JR山手線の運転士として 

本物さながらの運転業務を体

験。 

 

［ＶＲアクティビティ所要時間］ 

約 9分 
※ＶＲゴーグルの着脱時間を含みます 

［体験料金］ 

651バナコイン（700円） 
 
ＪＲ東日本商品化許諾申請中 

（c）BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 

  
VR-ATシミュレーター 

『装甲騎兵ボトムズ 

バトリング野郎』 
「一撃の鉄槌が装甲ごと俺を貫

く！」スコープドッグに乗り込み、

１対１のリアルバトリングを体験。 

 

［ＶＲアクティビティ所要時間］ 

約 8分 
※ＶＲゴーグルの着脱時間を含みます 

［体験料金］ 

651バナコイン（700円） 
 
（c）サンライズ 
（c）BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 

  
スーパースター体験ステージ 

『マックスボルテージ』 
360°全方位、自由に動けるステ

ージ空間に入り、自分を取り囲む

大観衆と大ボリュームの演奏と音

圧で、全身で歓声を浴びる絶頂感

を体験。 

 

［ＶＲアクティビティ所要時間］ 

約 9分 
※ＶＲゴーグルの着脱時間を含みます 

［体験料金］ 

930バナコイン（1,000円） 
 
（c）BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 
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VRエンターテインメント研究施設「VR ZONE Project i Can」施設概要                           

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施設名称 ：VR ZONE Project i Can 
施設面積 ：165.26坪 (約 545.4㎡) 
所在地 ：東京都江東区青海 1-1-10 ダイバーシティ東京 プラザ 3F 
  (ゆりかもめ台場駅徒歩 5分／りんかい線東京テレポート駅 B出口徒歩 3分) 
TEL  ：03-5579-6141 
対象年齢 ：13歳以上（13歳未満のお子様は VRアクティビティのご利用ができません） 
料金 ：おひとり 1回 651～930バナコイン（700円～1,000円） VRアクティビティにより異なります。 
 ・入場無料 
 ・本施設のご利用は「バナコイン」でのお支払いとなります。「バナコイン」はバンダイナムコグループの

様々なサービスを利用できる電子マネーです。施設エントランスにてご購入（チャージ）してご利用いた
だけます。 

ご利用方法 ：予約制*  
営業時間 ：10：00～21：00 （不定休） 
公式ホームページ：http://www.project-ican.com 
 

プロジェクト企画・プロデュース ：株式会社バンダイナムコエンターテインメント 
コンテンツ開発           ：株式会社バンダイナムコスタジオ 
施設運営               ：株式会社ナムコ 
 

* 2016 年 10月 10日をもちまして、当施設の営業は終了いたします。 

最終予約可能日は最短で 9月 11日（10月 10日分の予約受付開始日）で終了となりますので、お早めにご予約をお願いいたします。  

* 予約方法等詳細は公式ホームページをご参照ください。 
 
 
※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。 
※著作権表記中の（C）は○の中にC の表記をしていただきますようお願いいたします。  
 

 
 

 

 

 

【VR ZONE Project i Can とは】  

株式会社バンダイナムコエンターテインメントが展開するプロジェクト「Project i Can」から生まれた VRエンターテイン

メント研究施設です。VRをはじめとした最新の技術と体感マシン開発技術を掛け合わせることで、「やりたい！けど実際

はムリ」という「夢・好奇心」を、ホンモノの体験として実現。多くの人々に驚き、楽しんでいただける新しいエンターテイン

メントの提供を目指すというプロジェクトのメッセージを体現すべく、2016年 4月 15日～10月 10日までの期間限定で営

業を行っています。今後も体験いただいたお客様からのご意見を活かしながら、さらなる VR の可能性を追求してまいり

ます。 

http://www.project-ican.com/

