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株式会社アイル・ビー　（デンマークMONSTRUM日本総代理店、デンマークWOOD PLAYSCAPES日本総代理店）

https://i-ll-be.com/

代表取締役：増田　美知雄

所在地：　　   東京都千代田区神田猿楽町2-2-7-302 / 神奈川県逗子市久木8-2-20

設立： 　　     ２００３年 １月

資本金：  　 １０００万円

取引銀行：     三井住友銀行赤坂支店　    みずほ銀行鎌倉支店

顧問弁護士： 霞が関総合法律事務所

関連会社：　  株式会社伏見屋一級建築士事務所（東京都千代田区）http://wangdangdoodles.jimdo.com/

　　　　　　　　  

主な取引先

三菱商事・伊藤忠商事・三井物産・モールＳＣ開発・戸田建設・間組・小林工芸社・イトーヨーカドー・モルガンスタレー・大和地所・ゼファー・ファーストブラザース・ネスレ日本

ネスレベンディング・ネオス・パタゴニア日本支社・八ヶ岳モールマネジメント・那須ガーデンアウトレット・箱根おもちゃミュージアム・日比谷花壇・渡辺油化・エテュセ（資生堂グ
ループ）

ポーラ化成工業（ポーラオルビスホールディングスグループ）・社団法人北海道総合研究調査会・西武プロパティーズ・円谷プロダクション・乃村工藝社・丹青社

北海道岩見沢市役所 ・安藤ハザマ・栃木県塩谷町役場　三菱地所　国立科学博物館　東宝映像美術　前田建設工業　新潟県小千谷市役所　他

主な販売、施工先

八ヶ岳ガーデンアウトレット・大洗ガーデンアウトレット・那須ガーデンアウトレットモール・花やしき・浜名湖パルパル・東京サマーランド・スターチス保育園

保育ルームフェリーチェ相模原園・キッズラボ千石園・フェライト子ども科学館・北海道岩見沢市えみふる岩見沢・愛知県小牧市こども未来館・国立科学博物館コンパス

栃木県塩谷町総合公園・三菱地所TOKYO TORCH常盤橋タワー・国営武蔵丘陵公園・ジブリパーク・湘南白百合学園・新潟県小千谷市防災公園　他

会社概要
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絵本から飛び出た世界を創る

子どもなら誰もが一度は【絵本の世界に行ってみたい!!】と考えるでしょう。

まるで絵本の世界が目の前に現れたかのような遊具は子どもたちに最大限の「ワクワク」や「ドキド

キ」を与え、まるで「僕と遊ぼうよ」と呼びかけている遊具達は、子ども達の遊びたいという欲求を最

大限に満たします。

子どもの学びの場はあそびの場
学習能力や運動神経とは違い、「気づく力」「考える力」「学ぶ力」という非認知的能力は大人に教えられ

るものではなく、遊びを通して学びます。大人に促され遊ぶのではなく、自分達から遊ぶ事によって、脳の

「ニューロン」や「シナプス」に働きかける事ができ、子ども達の成長に大きな役割を果たします。

遊びのチカラ
国連の児童憲章には「全ての児童は良い遊び場と文化財を用意され、悪い環境から守られる」とあり、ア

メリカ経済学者による『ペリー就学前プロジェクト』によって子どもたちへの投資は今やグローバルスタン

ダートとなりました。

福祉の先進国である北欧生まれのこの遊具達は、科学的な研究のもとに遊びのデザインがされ、子ども

たちの「遊びのチカラ」を育む最も有効な遊具です。

あそびのチカラ[健康]  

優れたデザインの遊具は、老若男女を問わず五感と情操を刺激し活動

（遊び）への意欲を高めます。 

「遊ぶこと」による「好奇心」「健康・運動」は根源的な「心身の健康」へと

繋がります。 

2. デザインのチカラ[知育]  

遊具がストーリー性をもつことで活動（あそび）意欲は運動だけでなく知的

好奇心と想像力をも育みます。 

物語のなかで遊ぶことは「読み聞かせ」と同じ効果をもたらし情操の発

達にも働きかけます。 

３．まちのランドマーク【情報発信】  

森に調和しながらストーリー性のある遊具のある公園は子どもたちの興

味を惹くだけでなく、その物語の中にいる子どもたちを記録し発信するこ

とも家族の楽しみとなるまちのランドマークです。

4. だれもが遊び楽しむ[共生]  

子どもだけでなく、大人、高齢者、障害者が共に遊ぶことができるよう

に国際基準の「ユニバーサルデザイン」を視野にいれて設計された「イ

ンクルーシブデザイン」 遊具です。 

街に愛され、世代を超えた出会いの場となるでしょう。 

5. 国際基準の安全設計[安全]  

先進的な EU 安全基準（EN1176/1177の他、世界の安全基準に準

拠した設計と厳格な検査をクリアした堅牢で安全な材料を使うことで

永く安全に安心して利用できる遊具です。 

もちろん日本の安全基準の取得も可能です。　 

（JPFA規格はEU基準が原型です） 

弊社の事業は遊具を設置して終わりではありません  

 

①弊社は地元、近隣の医療機関、介護サービス機関、地域メディア、企業、団体と提携し遊具を活

用した住民の為の健康増進プログラムを提案し、それを持続可能な基盤整備を構築するところま

で行います。 

 

②MONSTRUM社の世界的なスケールのメディア発信力を活かし、また塩谷町の地域メディアの協

力を得て、公園の利活用の呼びかけを推進させます。 

住民に愛され親しんでもらえるよう、持続可能な公園の利活用の仕組みを創ります。 

 

③弊社は遊具を設置して終わりにはしません。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　（株）アイル・ビーの考え方　　あそびのチカラ

だれもが遊べる＝インクルーシブ公園  

子もどから大人、シニア世代まで、また障害児（者）らの「多様性を尊重」し、誰もが楽しみ参加すること

ができる「インクルーシブ公園」を創ります。 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回る
子どものバランス感覚を養うとともに、子どもたちが「原因と結果」を理解するのに役立ちま

す。  

ロールプレイ
子どもたちの社会性スキル、想像力、共感や協力を構築します。

テーマとロールプレイは、言葉を発することを促し、子どもたちが世界を理解するのに役立

ちます。

レゴハウス　－熱気球プレイグラウンド

ストーリー :

1羽の鳥がデンマークのどこか上空で、熱気球をつつい
て穴を開けてしまいました。気球はトウモロコシ畑のか
かし夫婦のすぐそばへと着地します。スーツケースはす
べて外へ飛び出しています。さあこれからどうなるでしょ
う？

対象年齢層と遊びの価値:
•3-12 歳
•昇る(クライミング))
•滑り降りる(すべり台)
•探検する
•ごっこ遊び
•障害物コース 
         

体力
 
社会性                    　　
認知力
   
想像力

有効年齢

バランスをとる
バランスをとることにより、前庭器官を鍛え、バランス感覚や動作の安定性を向上しま

す。  

レゴハウス　－森のプレイグラウンド

ストーリー :

家族みんなで森に出かけ、木々をめぐる遊歩道を歩い
ていきましょう。森の動物たちがあちこちに隠れていま
すよ。キャンプをするテントのまわりでは、あなた自身の
お話を組み立ててみてください。そしてポラロイドフレー
ムを通して、お友達や家族の写真をとりましょう。

対象年齢層と遊びの価値:
•0-100 歳
•探索
•発見
•フォトスポット
•リラックスと休憩スポット
•ごっこ遊び / 劇場 

レゴハウス　潜水艦プレイグラウンド

ストーリー：深い海の底で潜水艦が漁網に引っ掛かっ
てしまいました。巨大な海の怪獣が潜水艦に突進し
横腹に穴を開けてしまいました。
さあ、どうやって脱出しようか？

対象年齢と遊びの価値
・0-13歳
・冒険心
・発見
・勇気
・仲間意識・協調性
・ごっこ遊び/劇場

体力
 
社会性                    　　
認知力
   
想像力

有効年齢

体力

社会性

認知力

想像力

有効年齢

出会う
重要な社会性スキルを構築し、子どもたちの交流を促します。言葉のやりとりや物語

を伝えることをサポートします。

弊社は次の要素を組み合わせ、最適な「遊び空間」を創造します。
遊びと運動の要素を各遊具に盛り込みデザインします。
それらは適切な配置がなされ、子どもたちが自由な発想で遊び、学び、また家族や仲間と過
ごせる空間となります。

滑る
空間認識を鍛え、高さや重力の理解を促すとともに、子どもたちに危険性に対する肯定的

な感情を体験させます。

よじのぼる
対角線上の身体の協調、手と目の協調、敏捷性、空間認識を発達させ、レベルに合った

あそびの挑戦を子どもたちに提供します。    

登る
斜め方向の体の使い方、手／目の協調、敏捷性、空間認識を鍛え、子どもたちに様々な

チャレンジを提供します。

体験する
手／目の協調、優れた運動機能、原因と結果の理解をトレーニングし、創造性や言葉で

のコミュニケーションをサポートします。    

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あそびのチカラ
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舞台美術デザイナーが作り出す遊具の世界
MONSTRUM 社は舞台美術専門のデザイナー Ole Barslund Nielsen（ロイヤルデンマーク芸術ア
カデミー出身）と  Christian Jensen の二人によって  2003 年に設立されました。
２人の優れたデザイナーが率いる  MONSTRUM 社のファクトリーは「舞台美術」という概念を遊具
に加えた「ストーリー性」のある遊具を作り出しています。

絵本の世界観が現実に飛び出す
MONSTRUM の遊具は「絵本の物語が現実に飛び出してきたような世界観」を子ども達だけでなく
大人も楽しむことが出来ます。そして、木の持つあたたかさや色合いが景色とも良く調和します。

世界で認められたMONSTRUM 社のデザイン遊具
デンマーク国内の公園を中心に制作活動をしていた  
MONSTRUM 社は、その高い芸術性と遊具一つ一つ
にデザインされたストーリー性、そして遊具としての
ダイナミックさとユニークさが世界的に評価され、
今では北欧諸国だけでなく諸外国の様々な施設で、
地域の風土文化を移した遊具を創り出しています。

（2020年10月）株式会社アイル・ビーは世界で唯一の総販売代理店として承認されました。

MONSTRUM社の作品はデンマーク国内は勿論、広く諸外国からも高い評価を得ています。 
 
デザインアワード 
GAZELLE AWARD 2012-2018 
IDA INTERNATIONS DESIGN AWARD 2017/2018  REDDOT DESIGN AWARD 2017 
DANISH DESIGN AWARD 2012(Winner) 
AOK, THE CITYʼ S BEST CHILDERN EXPERIENCE, COPENHAGEN 2012(Winner)  SWEDISH 
ARCHITECTʼ S PLAN PRIZE 2010, MALMÖ CITY 

                                       MONSTRUM社について

CEO Christian Jensenさん  CEO Ole Barslund Nielsenさん MONSTRUM社のスタッフの皆さん

増田・CEOのOLEさん、プロジェクト・マネージャーの　
Sarrahさん（Nov.2019 コペンハーゲン）
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　　　　　　　　　　　　　MONSTRUM遊具の製作について

製品の加工や塗装はすべてMONSTRUMの工場で行われます

MONSTRUMの遊具はすべて、内側も外側もディテールにこだわった作りとなっています。
工場ですべて製作、塗装後、いくつかの大きな構成部分に分割してから設置場所のプレイグラウンドまで運びます。
この方式により木材の加工と塗装を最適な条件で行うことが出来、プレイグラウンドでの遊具設置にかかる時間を短縮することができます。
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金具類　亜鉛メッキ加工
 
遊具の木部構造の各部分の組み合わせには、金属製ブラケットを使用します。
ブラケットは丈夫なカスタム仕様で、材料はステンレス鋼と亜鉛メッキ鋼です。  
鋼製の専用ブラケットは、まず溶接と取付けを行ったうえで、優れた耐久性が得られる
亜鉛メッキ加工を施します。  

無公害の塗装

美しい塗装仕上げ木材保護用として安全で環境に優しい Flügger社の不透明水性塗料
Woodtexを使用しています。
その保護力は最長で 15年間持続します。  

視覚障害のある方の目に優しい反射を抑えた半光沢の塗装です。
塗装部の保守メンテナンスは設置現場で行えるので短期で安価に補修できます。

あらゆる合板製品のすべての端部で、油性の船舶用シーリング剤を用い 2回の下塗りと  
シーリングを行っています。  

　　                               MONSTRUM遊具のマテリアル・塗装について

地球に優しい持続可能な木材を使用

MONSTRUM遊具は環境への配慮と材料へのこだわりがあります。

材料となる木材は、 PEFC森林認証を受けた北欧産の SUPER WOOD™、FSC森林
認証を受けたオクメ材合板、  そして欧州の持続可能な森林施業から得られたロビニア
材です。 

SUPER WOOD ™ 
革新的で効率的、そして環境に優しい木材保護技術が、「スーパー含浸法」です。木材
の芯部に至るまで含浸処理を行う SUPER WOOD™木材では、一般の木材よりも耐
久性が高く、より長い耐用年数を実現します。
重金属や有機溶剤を使用せずに、外側から内側への腐敗やカビの進行に耐性を発揮
する木材となります。
さらに技術研究所との協力により、マレーシアにおいて過酷な条件下で SUPER 
WOOD™の試験を行っています。  
ISO 14001ならびにDS/OHSAS 18001に適合。PEFC認証を取得。欧州環境省を受
賞。

ロビニア材
ロビニア材は密度、硬度に優れ、耐久性が高く、菌や害虫に強いので直に地中に埋め
ることが出来ます。  
地中に埋めても浸食せずに２５年～４０年持続すると言われています。

MONSTRUM遊具はその優れた設計と材料の特性により 
長い年月を経てもその美しさと堅牢さが保たれます
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MONSTRUM遊具の高い安全性能と安全基準

DS(デンマーク規格）：デンマークで正式に承認された国家標準化機関  

EN1176： 遊具に関するヨーロッパ安全規格  

EN1177： 遊具設置場所の衝撃吸収性に関するヨーロッパ安全規格

EN1176/1177
「EN1176-1177」は1977年にドイツが制定開始した「 DIN-7926」安全基準を引き継
ぎ、世界で最も権威ある基準です。  
現在ではEU(ヨーロッパ連合 )を中心とした世界33か国で批准、採用され、
日本でも2002年の安全基準制定の際に参考としています。

ASTM
アメリカの世界最大規模の標準化団体である ASTM Internationalが策定・発行する
規格仕様や試験方法に関する国際的な規格

ADA(障害を持つアメリカ人法）
この法律は障害による差別を禁止する適用範囲の広い公民権法の一つ。公共的
に利用されるあらゆる用途のすべての建築物やそれに関係する施設で要求される
アクセシビリティーに関する技術的諸要件が含まれます。

＊MONSTRUMのCEOでありチーフデザイナーの Ole Barslund Nielsenは、
BFLI(プレイグラウンド検査官の団体）に所属し、設計から設置まで安全に重点を置
くための教育を受けたプレイグラウンド検査官です。

MONSTRUM遊具はこれら世界の最高レベルの安全基準に準拠してデザイン、製
作、検査がなされています。
さらにこれらを元に策定された日本の安全基準（民間団体 JPFA)にも適合させるこ
とが可能です。

PEFC森林認証プログラムとは

本部をスイス・ジュネーブに置く世界最大の森林認証制度で、厳格な第三者認証の
実施を通じて持続可能な森林管理の促進を目指す、独立した非営利 NGOです。
現在は、36か国の森林認証制度が加盟しています。
各国の森林認証制度が PEFCの承認を得るためには、 PEFCが策定する要求事項
や条件との適合性審査をクリアすることが必要です。  PEFCの承認を得た森林認
証制度の下に認証を受けた森林は PEFC認証林として認められます。

MONSTRUMの遊具はすべて環境に優しい木材で作られています。

　　　　　　　　　　　　　　MONSTRUM遊具の設計、安全基準について
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誰でもアクセスできるプレイグラウンドを

生まれ持った身体能力、文化、育ち方、年齢に応じて、ひとりひとり独自のスキル、価値観、能力、興味、好み

を持っています。 重要なのは、子ども時代に個々のスキルを伸ばすことであり、そのために最適な環境を用意

することは私たちの使命です。 プレイグラウンドは、あらゆる能力を伸ばすためにチャレンジできる場所である

と同時に、誰でもアクセスできる場所である必要があります。

障害のある子とない子が一緒に遊べる場所

国連の「障害者の権利に関する条約第24条」では、インクルーシブ教育システムとは、障害のある者と障害の

ない者が共に学ぶ仕組みことであり、障害のある者が教育制度一般から排除されないこと、個人に必要な「合

理的配慮」が提供されることが必要だとされています。

また、文部科学省においても、障害のある子どもが、地域コミュニティの一員として、積極的に活動し豊かに生

きることができるように生活基盤を形成することが求められると指針を出しています。

これは、次世代を担う子どもたちが、障害のある子どもと共に学び生きる中で、公平性が確保された

インクルーシブな社会を構築していくことに繋がります。

MONSTRUMは、地域の同世代の子どもや大人と一緒に交流できる場としてのインクルーシブ公園を実現し

ます。

障害ではなく「できること」にフォーカス

障害ではなく、子どもたちが何ができるかにフォーカスし、そのスキルを伸ばすことが重要です。例えば、

身体障害を持つ子どもは、フラットな舗装面やスロープを通じて遊具にアクセスし、友達と一緒に揺れや回

転を楽しむことができます。視覚的な障害を持つ子どもは、少しの助けがあれば多くの身体的活動に挑戦

できます。ASDの子どもは、落ち着ける囲まれたエリアがあれば、リラックスして楽しむことができます。子

どもひとりひとりの能力に合わせたプレイグラウンドは、障害のある子どもだけでなく、障害があることが周

囲から認識されていないものの学習上又は生活上の困難のある子どもにも、更にはすべての子どもに

とっても、良い効果をもたらします。

インクルーシブ公園の考え方

プレイグラウンド　レイアウトの例

段差の無いスムーズな舗装面

好奇心を刺激する遊具

保護者が与える安心感

一息付ける休憩場所
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　　　MONSTRUM施工事例－１　　愛知県小牧市 子ども未来館　　小牧市役所　　　2020年7月竣工

 

愛知県小牧市 複合商業施設　ラピオ改修事業（安藤ハザマ・乃村工藝社）

2020年7月竣工

愛知県小牧市が複合商業施を改修し整備する子ども向け施設です。
株式会社アイル・ビーは施設ビル内 3F/4F に設けられる「子どものあそび場環境」の総合プロデュースと遊具

のプランニング・施工を担当しました。

日本初上陸となったMONSTRUM 天空の城と雲の迷路を設置しました。

小牧こども未来館 天空の城　デザインスケッチ

（仮称）小牧市こども未来館 

 

（仮称）こども未来館では、妊娠期から子育て期の親子を対象としたワンストッ

プの窓口として、利用者支援事業の基本型、母子保健型を一体的に実施し、未

就園児やその保護者を対象とした相談支援を行う「子育て世代包括支援セン

ター」の設置や、中央子育て支援センター及び児童センターの老朽化や狭隘化

の解消のほか、幼児親子だけでなく、小中高生、大学生の居場所づくりなど、

中央児童館としての機能強化を図り、学びや、遊び、体験を通じて、こどもが主

役となって活動できる場所を目指しています。 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　　プランニングから設計・組立・輸入・通関・搬入・施工までの流れ　　小牧市子ども未来館

ご要望をヒアリングしてストーリーを考え、遊具のデザインを検討します。
スケッチをもとに組立設計図を作成します。

パーツ製作、組立、塗装。製作期間は概ね３~４か月です。完成後に厳格な安全基準適合検査を行います。
コンテナのサイズに合わせ、いくつかのパーツに分解します。

コンテナに積み出荷
船積み

海上輸送45日~50日

　コンテナ通関後、弊社提携倉庫にて荷下ろし　　／　　各部点検作業　　／　　設置現場の搬入口に合わせて更に分解作業

トラックに積載・国内輸送 　設置現場にて搬入作業 　組立開始

厳しい日本の工程管理に従い組立をします。細かいバリやささくれなどの仕上げも行います。 厳格な完工検査を受け、修正工事を終えて竣工・納品引渡しとなります。 優秀な日本の匠が責任をもって完成させます。
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ちびっこ広場は子どもたちの想像力を育み、町民が集いコミュニケーションする空間
になり、遊具を使って体力と健康増進を図り、塩谷町のプロモーションに活かすこと
のできる空間になることを目指します。

①「ちびっこ広場」は広い自然の地形を活かした丘陵に広がる緑の空間、ヒノキの林
の下には永い時間をかけて堆積したフカフカの落ち葉、それだけで子どもたちの遊
びの心を掻き立てます。
さらに安全に川遊びが出来る小川や橋、飛び石と魅力的な空間がすでに出来上
がっています。

②この素晴らしい公園を造った先人の遺産を活かして、さらに優れたデザイン性、安
全性、障がい者の皆様にも使える高機能性、持続可能で経済性を兼ね備えた長く
使える遊具を新たに配置します。

③遊具は塩谷町の為に MONSTRUM社で特別にデザイン、設計、組み立てされた
塩谷町オリジナル、熊とドングリ、日本百名水に認定された尚仁沢湧水をイメージし
た滑り台から構成されます。

④優れたスカンジナビアデザインの遊具を身近に親しみ、子どもたちにとっては情
操教育にも貢献します。

⑤「ちびっこ広場」は単にちびっこだけでなくシニア、障がい者にもご利用いただける
バリアフリー遊具も備えたインクルーシブ公園となります。

⑥町民の体力健康増進、からだを使った情操教育を行うために、呼びかけは地域メ　
ディア、また運動指導は地域の医療・介護専門家の協力体制を整え、公園の機能を
超えた塩谷町のランドマークとなる事を目指します。

総合公園現況

駐車場 ×５
多目的運動場
多目的広場
陸上競技場
野球場 ×２
テニスコートｘ３
他

障がいのある方にも使える HAGS社製　　

バリアフリー遊具を設置します。

　　　MONSTRUM施工事例ー２　栃木県塩谷町　総合公園整備事業「ちびっこ広場」　2021年3月竣工

老朽化した遊具を撤去し、新しく MONSTRUM社製の木製遊具を設置します。
塩谷町の豊かな自然をモチーフにした、動物と植物、湧水をイメージした滝のスライダーで構
成されます。
ツキノワグマ、ドングリ小屋、幹とロープ、バランスリーフ、スプリングリーフ、
滝のスライダー　

　配置イメージ合成画像

幼児向けには安全にごっこ遊びが出来る KOMPAN
社HP材(高密度ポリエチレン )遊具を設置します。
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デザイン案スケッチ デザイン案スケッチ
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　　　　　　　　　　　　プランニングから設計・組立・輸入・通関・搬入・施工までの流れ 塩谷町総合公園

ご要望をヒアリングしてストーリーを考え、遊具のデザインを検討します。
スケッチをもとに組立設計図を作成します。

パーツ製作、組立、塗装。製作期間は概ね３~４か月です。完成後に厳格なEN1176安全基準適合検査を行います。　　　　　　
コンテナのサイズに合わせ、いくつかのパーツに分解します。

コンテナに積み出荷
船積み

海上輸送　45日～50日 　コンテナ通関後、弊社提携倉庫にて荷下ろし　 / 　各部点検作業 　/  　設置現場の搬入口に合わせて更に分解作業 　/ 　トラックに積載・国内輸送

設置現場にて搬入作業 / 組立開始 / 厳しい日本の工程管理に従い組立をします。細かいバリやささくれ
などの仕上げも行います。

厳格な完工検査を受け、修正工事を終えて竣工・納品引渡しとなります。
塩谷町 見方町長お立合いのもと開園式
が行われました。　2021年3月25日

基礎工事



栃木県塩谷町総合公園　作品画像
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栃木県塩谷町総合公園　作品画像



MONSTRUM施工事例ー３
TOKYO TORCH 常盤橋タワー　大規模広場プロジェクト　三菱地所株式会社　2021年7月竣工
東京都千代田区大手町２丁目６ −４

16

2021年７月21日に商業施設を含む、高さおよそ 212メートルのオフィスタワー「常盤

橋タワー」が竣工しました。（地上 38階地下５階建て、延べ床面積 146,000㎡）　東京

駅前の再開発プロジェクト「 TOKYO TORCH」の第1弾となる、常盤橋タワー。 2027

年には、その隣に日本一高いビルとなる「 Torch Tower」が完成予定。

https://tokyotorch.mec.co.jp/

日本を明るく元気にするをテーマに大規模広場には新潟県小地谷市の特産品錦鯉

の池やつくば市の天然芝、佐渡市の金鉱石などが配置されています。　 　　　　　　　　

弊社では「和」のデザインをモチーフにしたＭＯＮＳＴＲＵＭ遊具、錦鯉、折り紙の船、

橋の3点を設置しました。広場のアイコンになっています。



TOKYO TORCH 常盤橋タワー　大規模広場プロジェクト　

17



TOKYO TORCH　常盤橋タワー　大規模広場プロジェクト
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ご要望をヒアリングしてストーリーを考え、遊具のデザインを検討します。
スケッチをもとに組立設計図を作成します。

パーツ製作、組立、塗装。製作期間は概ね３~４か月です。完成後に厳格な安全基準適合検査を行います。　　　　　　　　　　　　　　　　　
コンテナのサイズに合わせ、いくつかのパーツに分解します

海上輸送　45日～50日

　設置現場にて搬入作業 / 組立開始 / 厳しい日本の工程管理に従い組立をします。細かいバリやささくれなどの仕上げも行います。2021年7月4日

基礎に固定後、落下安全対策として適正な厚みのゴムチップ舗装を施します。

コンテナ通関後、弊社提携倉庫にて荷下ろし　
2021年6月30日

コンテナに積み出荷船積み

 各部点検作業 /  設置現場の搬入口に合わせて更に分解作業 / トラックに積載・国内輸送

厳格な完工検査を受け、修正工事を終えて竣工・納品引渡しとなります。　　　　2021年7月20日



本物を体験する動物剥製や化石のディスプレイ　　想像力と行動力を刺激する遊具

  博物展示と遊具のコラボーレーション

国立科学博物館  地球館「親と子の探検広場  コンパス」（東京都台東区上野）  

 ４歳～６歳の児童と保護者を対象とした展示・あそび空間

弊社は展示と遊具のコラボレーションを担当プロデュースしました。

子どもが楽しいと感じる展示と、博物館での体験を「日常」に持ち帰ってもらうために保護

者と子どもが「驚き」と「発見」を共感することをテーマにしました。

「あそび」の中に「親子のコニュニケーション」を促す仕掛けを数多く用意し、その体験を通し

て科学的な知識だけでなく、「感じる力」、「考える力」が養われることを目的としています。

 

 

　　　国立科学博物館 (上野公園内）親と子の探検広場　 ”コンパス”
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株式会社アイル・ビーは「こども・子育てひろば えみふる」の企画立案から参加し、有識者会議への参加、コンセプト作成、遊具選定、施工まで一貫した業
務を請け負いました。
冬季は各年齢層の方々は運動不足になり,それを解消する事にも貢献出来ました。

幼児からシニアまで利用可能な楽しく遊べて運動機能が向上出来る運動施設をプランしました。

日本計画行政学会 第17 回 最優秀賞受賞

岩見沢市教育委員会は「こども・子育てひろば えみふる」日本計画行政学

会第17回計画賞へ応募し、東京都で開催された最終審査(H30/2/23)の結

果、最優秀賞を受賞しました。

計画賞は「計画の卓越性」「将来性」「波及性」の３つの基準で審査されま

す。

「こども・子育てひろば えみふる」は次の項目で評価されました。　

①大型店の撤退という地域のピンチをチャンスに変えるプロセス。

②子育て支援に係る専門家の連携に対する期待。

③子育てという女性目線。　

岩見沢市総合戦略の目標

岩見沢市は人口減少や少子高齢社会への対応などの課題を解決し地 
方創生を目指す「岩見沢総合戦略」を作成しました。

① 岩見沢市の「農」と「食」を世界の消費者に届ける活力ある産業を育む

まち。

② 若者から高齢者まで誰もが住みやすいまち。

③ 女性と子育てに日本で一番快適なまち。

④ 市民ひとりひとりが健康で生きがいを持って暮らせる健康経営を実践
するまち。

岩見沢市教育委員会 　
鈴木主査　　　所次長

　

北海道岩見沢市 教育委員会　こども・子育てひろば   ”えみふる岩見沢 ”
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