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みなさんは、ゲームセンターで遊んだことがありますか？

この展示は、ゲームセンターを様々な遊び場の中のひとつとして考えました。

ゲームセンターと一口にいってもそのかたちは実に様々。デパートの屋上、ボウリング場、「インベーダー

ハウス」と呼ばれるゲームセンター、喫茶店、駄菓子屋、ショッピングセンターなどなど…。みなさんもきっ
とどこかで、アーケードゲームを遊んだ記憶があるでしょう。

そこで今年の夏休みは、遊び場ゲームセンターで活躍したゲームの魅力を紹介します。展示といっても、

ただ見るだけじゃありません。なんとゲームを実際にプレイできるんです。

見て楽しい、やれば、もっと楽しいアーケードゲーム。ピンボール、スペースインベーダー、パックマン、

ストリートファイターⅡなど、時代を彩ってきたゲームが登場します。

今年の夏は、大人から子どもまで、博物館でゲームセンターの思い出話に花を咲かせながら、にぎやかに

いこうじゃありませんか。
展覧会基本情報

名称｜特別展 ゲーセンミュージアム〜この夏、博物館はゲームセンターになります。〜
会期｜2021 年 6 月 1 日（火） …▶ 8 月 29 日（日）開館時間｜9 時 30 分 …▶ 17 時（入場は 16 時 30 分まで）
休館日｜毎週月曜日（８月 9・10 日は開館）、第 4 火曜日（6 月 22 日・7 月 27 日・８月 24 日）
ゲーセンミュージアムは、３つの時間帯で遊べます。
①9:30…12:00 ②12:00…14:30 ③14:30…17:00
7 月 17 日（土）以降の土日祝、お盆期間は、日時予約チケットを Boo-Woo チケットで販売。
※入場は予約チケット優先。日時予約障害者割引券も販売。
予約対象日：7/17.18.22.23.24.25.31 8/1.7.8.9.13.14.15.21.22.28.29
会場｜名古屋市博物館 1 階特別展示室・部門展示室
入場後の
主催｜名古屋市博物館・中日新聞社・CBC テレビ・テレビ愛知
企画協力｜日本ゲーム博物館（小牧ハイウェイ企画）・ダズ
ゲームプレイは
協力｜株式会社カプコン、株式会社コナミアミューズメント、株式会社セガ、
無料。
株式会社タイトー、株式会社バンダイナムコアミューズメント、
株式会社バンダイナムコエンターテインメント
観覧料｜夏休みまで待てない（6/1…7/16） 一般 1,300 円 高大生 700 円 小中生 300 円
真夏のゲーセン
（7/17…8/29） 一般 1,500 円 高大生 900 円 小中生 500 円
会期中何度でも入場できるパスポート券 5,000 円（8 月 22 日まで販売・予約対象日の利用不可 )
グッズ（押切蓮介先生オリジナルイラストのハンドタオル）付き入場券 2,000 円（8 月 22 日まで販売 )
※「夏休みまで待てない」券で 7 月 17 日以降ご入場される場合は差額が必要。 ※「真夏のゲーセン」券で 7 月 16 日以前にご入場いた
だいても差額の返金はいたしません。 ※高大生・中学生は学生証等を提示してください。 ※未就学児のみでの入場はできません。成
人の引率が必要です。 ※本展の観覧券は 4 月 17 日から名古屋市博物館、Boo-Woo チケットで販売します。※名古屋市交通局のドニ
チエコきっぷ・一日乗車券を利用してのご来館は当日料金より 100 円割引。 ※障害のある方は手帳の提示、難病患者の方は受給者証
の提示により、本人と介護者 2 名まで当日料金の半額になります。 ※障害者等割引観覧券は、Boo-Woo チケット（会期前から）、名
古屋市博物館（会期中のみ）で販売します。 ※オンラインチケットは窓口での各種割引をご利用できません。 ※各種割引は重複して
ご利用いただくことはできません。

アクセス｜〒4670806 名古屋市瑞穂区瑞穂通 1271
おでかけは公共交通機関で。名古屋駅から地下鉄桜通線で 17 分「桜山」下車。4 番出口から南へ 150ｍ。
エレベーターをご利用の方は、3 番出口から南へ 400ｍ。
展覧会公式 HP｜https://static.chunichi.co.jp/chunichi/pages/event/ge̲sen̲museum/
Twitter｜＠gesenmuseum
お問い合わせはコチラマデ
名古屋市博物館 学芸課 特別展「ゲーセンミュージアム」広報担当
資料・画像提供や広報に関することは…▶森
企画内容については…▶武藤
〒4670806 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通 1271
新型コロナウイルス感染症の影響により、
tel:(052)853-2655 fax:(052)853-8400
会場内への入場制限の実施や、
e-mail:ncm-gaku@juno.ocn.ne.jp
展覧会の内容および会期等が変更になる場合があります。
詳しくは公式ＨＰ・ツイッターをご確認ください。

Total width of maze blue lines should not exceed 224 pixels

Total height including characters should not exceed 288 pixels (upper text may vary)
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NOTICE:

ACTION SCENE 4
(DRAMATIC SCENE)

- Please use this version as a reference for accurate position of characters when developing artwork based on the Pac-man 80s Arcade Game Maze.
- In addition, note that text/titles do not need to follow any exact position or pixel size and that the examples above are style references.
- Character artwork shall not exceed 16pixels x 16pixels.
- Black areas should exist surrounding the maze.

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

Last version: 2018

プレイ
プレイできるゲームはおよそ 70 台

デパートの屋上や駄菓子屋さんでみかけたメダルゲームなどのエレメカ（エレクトロメカニカルマシン）、
遊園地にあった機関車などの乗り物遊具、ボウリング場でみんなが熱くなったピンボール、ゲームセンター
に置かれたスペースインベーダーやパックマンなどのテーブル筐体、大型ゲームセンターで人々を熱狂させ
たハングオンやアフターバーナーⅡなどの体感ゲーム、プレイヤー同士の対戦が熱かったストリートファイ
ターⅠ
Ⅰなどの格闘ゲーム。
時代を彩った数々のゲームが登場します。来場者の熱いプレイで、展示会場は、当時の熱気が再現される
ことでしょう。

ハングオン

アウトラン

©SEGA

ぷよぷよ
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beatmania THE FINAL©Konami Amusement

ストリートファイターⅠ
Ⅰ
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博物館で e-Sports
グランツーリスモにチャレンジ！
ｅスポーツって知っていますか。一昨年から国体の競技としても採
用され、戦略、チームワーク、反射神経などを競う新しいスポーツです。
展示会場には、国体競技にもなっている「グランツーリスモ SPORT」
を展示します。
ぜひ、ゲーセンミュージアムで新しいゲームのカタチ、ｅスポーツを
体験してみてください。

© 2017 Sony Interactive Entertainment Inc.
Developed by Polyphony Digital Inc.
“Gran Turismo” logos are registered trademarks
or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

みんなの思い出をつむぎます
みんなが熱中したマンガ、おもちゃが大集合
一昨年常設展で開催した「ゲームセンターの思い出」。
展示アンケートに書かれたみなさんのゲームにまつわる
思い出や、ゲーム以外に熱中した遊びを紹介します。
また、
「炎のコマ」「月面宙返り（ムーンサルト）」など、
数々の必殺技で子どもたちの心をわしづかみにしたマン
©Rensuke Oshikiri/SQUARE ENIX

© すがやみつる／小学館

ガ「ゲームセンターあらし」やミニ四駆といった 1980
年代から現代までのマンガやおもちゃを展示します。きっ
と、みなさんが熱中したものがあるはずです。

©TAITO CORPORATION

名古屋タイムズにみるゲームと社会
スペースインベーダーが大流行した時、新聞はどう取
り上げたのか？夕刊紙、名古屋タイムズならではのユニー
クな切り口で、ゲームが起こした社会的な流行を紹介し
ます。

名古屋タイムズ紙面より
上・キミは知っているか

必殺インベーダー名古屋撃ち

昭和 54 年（1979）４月 19 日
下・インベーダーゲーム

若者のハートに猛攻

娯楽の王様を撃墜？

昭和 54 年（1979）４月 12 日
協力名古屋タイムズアーカイブス委員会

展示をささえる協力者

日本ゲーム博物館（リニューアルオープンにむけて休館中）は、アー

ケードゲーム約 160 台、ピンボール約 160 台を所有する世界屈指の
博物館。ゲーセンミュージアムの展示ゲームは、日本ゲーム博物館の
出展協力で運営します。

怒濤の関連企画も続々！
ゲーセンミュージアムは、展示と連携したイベントも盛りだくさんなんです。
その壱
ゲーセンミュージアムオリジナルゲームにチャレンジ
①リアルインベーダー
来館者がインベーダーやキャノンになってリアルなスペースインベー
ダーに挑戦。きみは何体のインベーダーを倒せるか？来館者が
相互に協力してプレイするゲームです。
②リアルゲームセンターあらし
あのスペースインベーダーを大スクリーンでプレイ。
あこがれの石野あらしになりきれる
ゲーセンミュージアムならではの企画です。
炎のコマにチャレンジしてみる？
③リアルパックマン
会場内に設置されたパックマンのゲーム画面を

SPACE INVADERS ＆© TAITO CORPORATION 1978, 2021 ALL RIGHTS RESERVED.
※イラストはイメージです。
TM

背景に、パックマンになってクッキーを回収しよう。小さなお子さん

たちも参加できる楽しいコーナー。フォトスポットにもオススメです。
その弐

歴史体験セミナー

むかしのおもちゃで遊ぼう！

会期｜７月 17 日（土）…▶8 月 29 日（日）

時間｜９時 30 分…▶17 時（入場は 16 時 30 分まで）
主催｜名古屋市博物館
参加費｜無料

会場｜１階展示説明室前

メンコ、お手玉、積み木、ブリキの車、だるま落としにコマ回し

など、昔なつかしいおもちゃで遊ぶ夏の博物館定番イベント。今
年は、みんなが熱中したミニ四駆も登場します。
© すがやみつる／小学館

©TAITO CORPORATION

その参

記念トークショー 「『ゲームセンターあらし』の誕生前と後、そして現在」
講師｜すがやみつる氏（マンガ家「ゲームセンターあらし」作者）
司会｜登龍亭獅篭氏（マンガ家・落語家）

日時｜８月 1 日（日）13 時 30 分…▶15 時（開場 13 時）
会場｜地下１階講堂

事前申込先着 100 名、聴講無料

名古屋市電子申請サービス（https://www.e-shinsei.city.nagoya.jp）からお申し込みください。
募集期間 6 月 7 日（月）〜7 月 17 日（土）

障害等により電子申請サービスでの申し込みが難しい場合はご相談ください。
取得する個人情報は本事業に関する連絡・集計に使います。また、感染症対策のため、保健所等に提供する場合があります。

聴講には、本展の観覧券・入場整理券（観覧済み可）、パスポート券の提示が必要。

手 話 通 訳・要 約 筆 記 な ど 特 別 な サ ポ ー ト を 必 要 と す る 方 は、当 日 の ２ 週 間 前 ま で に 名 古 屋 市 博 物 館
（tel:052-853-2655 fax:052-853-3636）までご相談ください。

fax (052)853-8400

名古屋市博物館

特別展「ゲーセンミュージアム」広報担当宛

広報用作品画像・チケット申込書
特別展

ゲーセンミュージアム〜この夏、博物館はゲームセンターになります。〜
2021 年６月 1 日（火）→8 月 29 日（日）

広報用画像の使用は、特別展「ゲーセンミュージアム」を紹介する場合に限ります。
展覧会終了後の広報画像の使用、または二次利用は固くお断りします。

広報用画像を紹介する場合は、展覧会名・会期・会場・作品名・クレジットを必ず記載してください。

広報用画像は全図で使用してください。トリミング、変形、部分使用、文字のせを行う場合は事前に申請の上、許諾が必要となります。
掲載記事につきましては、基本情報確認のため、校正刷り、原稿の段階で下記のお問い合わせ先までお送りください。

著作権者による確認のため、返答にお時間をいただく場合がございます。記事校正は回数・期間に余裕を持ってご提出ください。

貴社名
ご住所

媒体名

紙□web□放送□

〒

ご担当者名

所管部署

TEL

FAX

e-mail
ご掲載・放映の予定日が決まっている場合はお知らせください。

年

月

日

［個人情報の取扱いについて］

ご記入いただきました個人情報は、名古屋市博物館より本展覧会に関する情報発信や連絡などが必要な場合および、今後の催事のご案内に使用します。
許可なく第三者に開示することはありません。

作品画像を１点以上掲載し、本展をご紹介いただける場合、
読者向けチケット（５組 10 名分まで）を提供します。

□希望する

組

名分

□希望しない

［※原則として掲載紙・誌（web の場合は掲載アドレス通知のメール）が広報担当に到着し、確認してから発送いたします。
※資料名など写真のキャプション、クレジットは必ず記載のとおりに表記してください。

希望する画像の□に✓してください。改行は行って構いません。

©Rensuke Oshikiri

１□

スペースインベーダー
© TAITO 1978

パックマン

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

２□
お問い合わせ先
名古屋市博物館 学芸課 特別展「ゲーセンミュージアム」広報担当 森
〒4670806 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通 1271
tel:(052)853-2655 fax:(052)853-8400 e-mail:ncm-gaku@juno.ocn.ne.jp

３□

報道関係者各位
本展にかかる記事校正は、著作権者による確認のため、返信にお時間をいただく場合がございます。期間・
回数に余裕を持ってお申し込みください。
紹介文に下記原稿を改変なく使用される場合は、この限りではありません。

チラシ原稿（224 字）
みなさんはアーケードゲームで遊んだことがありますか？喫茶店でスペースインベーダー、ボウリング場で
ピンボール、デパートの屋上で新幹線の乗り物、ショッピングセンターの大型ゲームセンターで音楽ゲーム
など、みんなゲームにまつわる思い出がたくさんあるはずです。この展覧会は、ゲームセンターを遊び場の
ひとつとして考え、時代を彩ってきたゲームを紹介します。もちろん、展示するゲームは遊べるものばかり。
今年の夏は、名古屋市博物館のゲーセンミュージアムに決まりです。
50 字原稿（47 字）
見るだけじゃない、プレイできるアーケードゲーム展です。遊び場となった博物館をお楽しみください。
100 字原稿
遊び場としてのゲームセンターからアーケードゲームの魅力を紹介します。見るだけじゃない、プレイでき
る大型展示。ピンボール、スペースインベーダー、ストリートファイターⅡなど時代を彩ったゲームが登場
します。（100 字）
150 字原稿（142 字）
デパートの屋上、喫茶店、駄菓子屋など様々なゲームセンターを遊び場としてとらえ、ゲームセンターから
みたアーケードゲームの魅力を紹介します。ゲームはプレイ可能で、ピンボール、スペースインベーダー、
ストリートファイターⅡから最新のグランツーリスモまで。大人から子どもまで楽しめる展覧会です。
200 字原稿（197 字）
ゲームセンターと一口にいっても実に様々で、デパートの屋上、喫茶店、駄菓子屋…。みなさんもどこかで、
アーケードゲームを遊んだはずです。
本展は、遊び場ゲームセンターからみたアーケードゲームの魅力を紹介します。展示ゲームはプレイ可能で、
ピンボール、スペースインベーダー、パックマン、ストリートファイターⅡから最新のグランツーリスモま
で登場します。家族と、友人と、大人から子どもまで楽しめる展覧会です。
250 字原稿（224 字）
みなさんは、ゲームセンターで遊んだことがありますか？
ゲームセンターと一口にいっても実に様々。デパートの屋上、喫茶店、駄菓子屋…。きっとどこかで、アーケー
ドゲームを遊んだはずです。
本展は、遊び場ゲームセンターからみたアーケードゲームの魅力を紹介します。すごいことにゲームはプ
レイ可能という面白さ。
ピンボール、スペースインベーダー、パックマン、ストリートファイターⅡから最新のグランツーリスモ
まで。家族と、友人と、大人から子どもまで楽しめる展覧会です。
300 字原稿（282 字）
みなさんは、ゲームセンターで遊んだことがありますか？
ゲームセンターと一口にいっても実に様々。デパートの屋上、ボウリング場、喫茶店、駄菓子屋…。みな
さんもどこかで、アーケードゲームを遊んだ記憶があるでしょう。
博物館はゲームセンターを様々な遊び場のひとつとして考え、アーケードゲームの展覧会を開催します。
展覧会ですが、見るだけじゃない。なんとゲームはプレイ可能です。
見て楽しい、やればもっと楽しいアーケードゲーム。ピンボール、スペースインベーダー、パックマン、
ストリートファイターⅡから最新のグランツーリスモまで。
家族と、友人と、大人から子どもまで楽しめる展覧会です。

