
【報道関係者各位】 2015年12月18日
フェリスウィールインベストメント株式会社

◆ ◇ ◆オービィ大阪に関する報道関係者様からのお問い合わせ先 ◆ ◇ ◆
「オービィ大阪（Orbi Osaka）」 PR事務局 （株式会社マテリアル内）

TEL：03-5459-5490/FAX：03-5459-5491 MAIL : 1g3u@materialpr.jp
東京担当：石﨑(070-2165-9748)/大阪担当：西野 (080-4087-7973)  

フェリスウィールインベストメント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 宮本裕司）は、大自然超
体感ミュージアム『オービィ大阪（Orbi Osaka）』を2016年1月29日（金）に世界第2号施設として、11月19
日（木）に開業した日本最大級の大型複合施設「EXPOCITY（エキスポシティ）」にオープン予定です。

『Orbi』は、革新的な技術力とアイデアでエンタテインメントの常識を塗り替えてきた株式会社セガと、過去
50年間にわたり地球上の生命の姿や自然の神秘を、圧倒的クオリティの映像で撮影してきたBBC Earthが手掛
けた共同プロジェクトで、遊びながら学べる「地球の大自然をテーマにした体感型ミュージアム」です。Orbi
では自然界の大迫力映像を「見る」「聞く」だけではなく、「におい」「風」「水」など、セガの革新的な技
術で全身の感覚を刺激し、壮大な自然の中にいるような臨場感あふれる体験をすることができます。楽しみな
がら自然界への探求心を育んでいただく機会を提供してまいります。

セガの革新的エンタテインメントとBBC Earth の専門知識と映像制作力を融合した共同プロジェクト

話題の大自然超体感ミュージアムで動物たちが繰り広げる冒険を体感しよう!!

世界第２号施設『オービィ大阪（Orbi Osaka）』が西日本に初上陸!!
2016年1月29日（金）EXPOCITYにオープン予定!!

名称 ：オービィ大阪 (Orbi Osaka)
開業日 ：2016年1月29日（金）予定
場所 ：大阪府吹田市千里万博公園2-1 EXPOCITY内
交通 ：大阪モノレール「万博記念公園駅」徒歩2分
TEL ：06-6155-7299（代表）
FAX ：06-6155-7198
入館料（税別）：大人2,000円、高大学生1,600円、

小中学生1,200円、幼児（４歳以上）800円
面積 ：4,989.87㎡
所要時間 ：約2時間～2時間半
URL ：http://orbiosaka.com/
営業時間 ：10:00～21:00（最終入館時間：19:00）
ショップ ：10:00～21:30 ※2015年11月19日オープン
レストラン ：10:00～23:30（23:00L.O）※2015年11月19日オープン
定休日 ：EXPOCITYに準ずる

《施設概要》
オービィ大阪

http://orbiosaka.com/


極寒体験 「マウントケニア」
日中は約25℃なのに夜になると約ー20℃ま
で寒くなるケニア山。そんな不思議なケニア山
の一日の気温差を体感できるエキシビション。

等身大図鑑 「アニマルペディア」
大きなスクリーンに映る動物は、本物と同じ
大きさ! スピード! 手をかざすと、好きな動
物を自分の前に呼ぶことができ、動物のトリ
ビアをチェックすることができる。サバンナシー
ンと海のシーンどっちも体験してみて！
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海中散歩 「ブルーレイヤー」
キラキラと光り輝く海中のような空間で、海の
生き物たちに癒やされてみませんか? 海層ご
とに、徐々に海層深く潜っていき、レイヤーご
との生き物を知ることができるエキシビション。

地球色見本 「アースパレット」
好きな色をセンサーにかざすと、その色に反
応して地球上の様々な風景・動物・植物等
の写真が部屋中を包むエキシビション。

■体験するとちょっと賢くなれる!? エンタテインメント・エキシビション
「エンタテインメント・エキシビション」では、地球上の様々なシーンを舞台にした10数種類のコンテンツ

を自由に回遊して体験することで、知らなかった地球や生命の神秘を発見することができます。
ゾウの群れの真っ只中にいるような体験や、BBC Earthの豊富な空撮映像を活用した美しい地球上空の飛行体

験など、様々な感覚を刺激するコンテンツで他にはない新しい体験を提供します。地球や生命の持つ神秘を、
アトラクション的・ゲーム的手法を通じて体感し、より楽しく、より分かりやすく理解し学ぶことができます。

《オービィ大阪の施設案内》

ワイルドジャーニー 「エレファンツ」
時空移動装置に乗って、アフリカゾウの群れ
の中に潜入できるエキシビション。旅の途中、
嵐やスコールに巻き込まれるかも!?

４Dシアター 「マウンテンゴリラ」
BBCの撮影現場に潜入し、野生ゴリラが暮
らす様子を、立体映像で体感できるエキシビ
ション。警戒心の強いマウンテンゴリラに襲わ
れないよう気を付けて・・・！

キッズプレイグラウンド 「メガバグズ」
木の葉や枝に見立てた遊具を使い、昆虫サ
イズになった気持ちで、昆虫の世界観を体
感しながら遊べるエキシビション。遊具の対象
年齢には制限がありますが、だれでも入場は
可能。昆虫のトリビアを学ぶことができます。

大自然マッピング 「ベースキャンプ」
大きな壁面に、BBCが撮影したジャングルや
火山、滝などの映像が「プロジェクションマッピ
ング」でダイナミックに表現されるエキシビション。
まるでその場にいるかのような写真も撮れる、
人気フォトスポットです! 巨大オブジェには、
様々な生物が現れます。触ったり抱きつくと
反応して動いてくれるかも・・・?

地球旅行 「アースクルージング」
大型湾曲スクリーンにBBCの空撮映像を投
影し、仮想飛行体験ができるエキシビション。
地球上の様々な大陸の映像を見れば、湾
曲型スクリーンと風により、空を飛んでいるか
のような気分を味わえます。
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■日本最大級の大迫力スクリーンで観る! シアター23.4
施設の目玉である「シアター23.4」では、セガとBBC Earth の英知が結集したスペシャルシアターによって、

大自然を再現し、今までにない体験を提供します。シアターのフロントスクリーンには、日本最大級となる幅
40ｍ、高さ8ｍのスクリーンを設置。オービィのためにBBC Earthが制作した完全オリジナルストーリー、オリ
ジナル編集の作品を上映します。視覚だけでなく、匂いや風、霧、フラッシュライト、超立体サウンドシステム
による重低音立体音響などの演出で全身の感覚を刺激し、壮大な自然の中にいるような臨場感を体験することが
できます。

・フロントスクリーン ：幅40m× 高さ8m
・リアスクリーン ：幅5.3m× 高さ3m
・面積 ：627.05㎡
・収容人数 ：344 人
・所要時間 ：約30 分

▼上映作品
「海がめロキシーの冒険」
「マジック・オブ・イエローストーン」
2作品を交互に上映予定！

■写真が撮りたくなる! フォトスポット
自分の顔がシマウマに⁉ 様々な動物に変身できたり、大自然の中にいるような写真が撮れたり。ここでしか

撮れないフォトスポットがたくさん。
撮影した写真は入館時に渡されるICリストバンドに保存。出口付近にあるフォト端末で、その日の写真を振

り返ることができます。お気に入りの写真は、オリジナルフレームに入れてその場でプリントアウトできたり、
キーホルダー等グッズを作ったりすることができます。

おもしろ写真館 「エクストリームフォトスポット」
BBC Earthが撮影した景色や動物との合成
写真が撮れるフォトスポットエキシビション。ジャン
プしたり、動物に乗ってみたり! 色んなポーズを
楽しんで！

不思議な鏡「アニマルセルフィー」
鏡の前に立つだけで、動物に変身できてし
まう不思議なフォトスポットエキシビション。
ヒョウになったり・・・シマウマになったり!?
角が生えてきたり、クリオネのエサになったり、
ここでしか撮れないユニークな写真がたくさん
撮れます。

コンマ数秒の世界「タイムスライス」
人間の動きと動物の動きを比較するフォトス
ポットエキシビション。ハイスピードカメラを使っ
てみんなの1秒間の動きを撮影し、動物たち
の1秒間の動きと比較。想像以上の速さで
動く動物たちと、人間の動きを比べることで、
動物のすごさを知ることができます。

館内のエキシビションそれぞれでは、お客様が楽しまれて
いる姿をこっそり撮影したり、ポーズを決めて撮影したりで
きます。撮影した写真は1日の振り返りとしてフォト端末で、
ご自身やお連れ様とご一緒にお楽しみいただけます。気
に入った写真はお買い求めいただけます。

ICリストバンドご利用について

快適で有意義にエキシビションやフォトサービスをお楽しみ
いただくため、お客様一人ひとりに専用のICリストバンドを
装着していただいております。
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■オフィシャルショップ ※2015年11月19日オープン
BBC Earthの理念を体現し、「地球をもっと好きになる」をコンセプトに、オービィ大阪オリジナル商品はも

ちろん、知的好奇心を刺激するグッズが盛りだくさんのオフィシャルショップ。
天気を予報するフシギなグラスや気温によって球が動くガリレオ温度計、太陽光を虹色に変え部屋中をレイン

ボーに染めるサンキャッチャーなど、地球を感じ、地球の暮らしを楽しくするグッズが満載。選りすぐりの商品
で知的好奇心を刺激する空間を提供します。

オリジナルグッズを揃えたショップ ガリレオ温度計 木枠入りたわら
2,916円（税込）

■レストラン「オリエンタルスプーン」
※2015年11月19日オープン
「エスニックイタリアン」をコンセプトに、日本人の口に合うように

アレンジし、新しい食体験を提供するレストラン「オリエンタルスプー
ン」。野菜など地元の新鮮な食材を多く使用して、安心・安全にこだ
わっているので、お子様連れや美意識の高い現代女性にもおすすめです。

《オービィ大阪 全体図》
オービィ大阪は、オービィ横浜（Orbi Yokohama 2013年8月オープン）に次いで、世界第２号施設として

オープンします。2階建ての広々とした過ごしやすい空間で、たくさんのエキシビションを伸び伸びと楽しんで
いただけます。

オリジナルDECOチョコ
1個／ ¥86（税込）

ギフトセット／¥1,188（税込）
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《Orbiってなに？》

人類が初めて体験する地球。大自然超体感ミュージアム。その名は「Orbi（オービィ）」。その名称は、Orb
（球体）・Orbit（軌道）という単語に由来しています。その特徴は３つあります。

※BBC Earth とは

BBC Earthは、英国のみならず世界中の人々に、自然界における驚異の光景、類まれなるストーリーや生き物たちの姿を

ありのままに伝え、感動を与えることを目標とするグローバルブランドです。 BBCの商業部門であるBBCワールドワイド

が国際的に管理運営しています。ブランド立ち上げ以来、自然・科学などのプレミアムコンテンツを専門とするBBC

Earthチャンネルおよびブランド編成枠、イベント・アトラクション施設事業、映画の劇場公開、ジャイアントスクリー

ン用フィルムの制作・上映、ソーシャルメディア、BBC.comにおけるオンラインサービスなど多様なプラットフォームに

おいて展開され、大きく成長し続けています。

Orbiは自然界の素晴らしさをたたえるために生まれました。日本のセガの革新的コンテンツ開発力と
イギリスの英国放送協会BBCの専門知識と映像制作力を融合したエンタテインメント施設であり、まる
で冒険をしているかのように大自然の神秘を全身に感じながら動物たちの目線から臨場感あふれる体験
を楽しむことができる、まったく新しい形のミュージアムです。

①レンズ ：BBC Earth の撮影チームのレンズが捉えた
生の自然界の事実（ノンフィクション）を
人々へと届ける「レンズ」としての特性

②トランスポーター：時空を飛び越える移動手段となって
大阪という大都会から大自然の真っ只中へと
人々を運ぶ「トランスポーター」としての特性

③ガイド ：人々に楽しく自然界を紹介し、探究心を育む
お手伝いをする「ガイド」としての特性

◆ ◇ ◆ オービィ大阪に関する報道関係者様からのお問い合わせ先 ◆ ◇ ◆
「オービィ大阪（Orbi Osaka）」 PR事務局 （株式会社マテリアル内）

TEL：03-5459-5490/FAX：03-5459-5491 MAIL : 1g3u@materialpr.jp
東京担当：石﨑(070-2165-9748)/大阪担当：西野 (080-4087-7973)  

《EXPOCITYとは》
「EXPOCITY」は、「『遊ぶ、学ぶ、見つける』楽しさをひとつに！」をテーマに、8つの大型エンターテ

インメント施設と全305店舗の「三井ショッピングパークららぽーとEXPOCITY」からなる、エンターテイ
ンメントとショッピングが融合した日本最大級の大型複合施設です。
昭和が始まり45年経った1970年、アジア初の日本万国博覧会「EXPO’70」が万博記念公園で開催されまし

た。奇しくもそれから45年後の本年11月、その地に「EXPOCITY」がオープンしました。
「EXPOCITY」では、新たなコミュニティーを創り出すことで、国内外からのお客さまが集い交流し、45

年前の熱気と賑わいを呼び覚ますような、世界に誇れる日本のランドマークになることを目指しています。

The BBC and BBC Earth are trademarks of the British Broadcasting Corporation and are used under licence. BBC logo © BBC 1996

写真撮影：株式会社エスエス大阪


