2017 年 11 月 6 日

日本初開催！ダイバーシティ東京 プラザがガンダムに染まる！
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「GUNDAM docks at TOKYO JAPAN」開催決定！
～全館を通して歴代シリーズを楽しめる！2１体の 1/10 立像も登場！～
2017 年 11 月 20 日(月)～2018 年 1 月 8 日(月・祝)
バンダイナムコグループと三井不動産商業マネジメント株式会社(代表取締役社長：青柳 雄久、本社：東京都
中央区)は、バンダイナムコグループで展開している『機動戦士ガンダム』シリーズの日本初開催となるイベント
「GUNDAM docks at TOKYO JAPAN」をダイバーシティ東京 プラザ館内(所在：東京都江東区青海)にて、2017
年 11 月 20 日（月）～2018 年 1 月 8 日（月・祝）に開催します。



GUNDAM docks とは
2013 年の香港タイムズスクエアでの「GUNDAM docks at Hong Kong」を皮切りに、これまで香港、シンガポール、
台湾でガンダムと大型商業施設がコラボした、海外発のガンダム大型イベントです。2017 年 10 月の「GUNDAM
docks at TAIWAN」では、連日大盛況が続き、非常に話題となりました。今回、初めて日本で開催します。会場では、
ガンプラ（「ガンダムシリーズ」のプラモデル）をモデルにした、大型立像の展示や、限定グッズの販売など、施設が
ガンダム一色に染まります。

「GUNDAM docks at Hong Kong」

「GUNDAM docks at SINGAPORE」

「GUNDAM docks at TAIWAN」

 各階によって異なるガンダムシリーズが館内をジャック
ダイバーシティ東京 プラザの館内では、各階ごとにそれぞれ異なるガンダムシリーズのラッピングや展示を
行います。柱やエントランス、吹き抜けガラス、エレベーターなど、いたるところにガンダムデザインを設置。また、1
階・3 階～5 階にはシリーズに合わせた 1/10 サイズのガンダム立像を展示し、4 階～6 階の吹き抜けスペースには
約 2ｍの巨大なハロバルーンが登場。4 階イベントスペースには、まるでアニメの中に入り込んだような立体的な写
真を撮ることができる 3D トリック写真の設置やガンダム関連グッズの展示も実施します。館内を歩きながら、歴代
のガンダムシリーズの世界観を一挙に楽しめます。
【各階のシリーズ】
1 階・2 階：『機動戦士ガンダム』
ﾕﾆｺｰﾝ

3 階：『機動戦士ガンダムＵＣ』
ﾀﾞﾌﾞﾙｵｰ

4 階：『機動戦士ガンダム 0 0 』
5 階：『機動戦士ガンダムＳＥＥＤ』『機動戦士ガンダム SEED DESTINY』
6 階：『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』
7 階：『ガンダムビルドファイターズ』
※一部展示・ラッピングは 2018 年 1 月 31 日（水）まで実施します。

※3D トリック写真

イメージ

※ハロバルーン イメージ

※イメージ画像



21 体の 1/10 立像が並ぶ迫力の展示！
本イベントのメインスポットとなるダイバーシティ東京 プラザ フェスティバ
ル広場の大階段には、ガンダム、ジム、ザクの 1/10 立像を合計 21 体展示し
ます。また、その後方では LED による映像の投影なども行い、立像とのコラボレー
ションで、迫力の演出をご覧いただけます。
場所：ダイバーシティ東京 プラザ フェスティバル広場 大階段
LED 演出時間：毎日 10：00～21：00
※実物大ユニコーンガンダム立像の夜演出時には、本演出は停止します。
※11 月 20 日(月)にはオープニングセレモニーの開催を予定しています。



※イメージ画像

イベントに合わせて様々なキャンペーンを実施

スタンプラリー
館内を回ってスタンプを集めると、オリジナルの連邦、ジオンデザインのモバイルクリー
ナーがもらえるスタンプラリーを実施します。期間によって景品が異なるので、何度も楽
しんでいただけるキャンペーンです。
連邦デザインプレゼント ：11 月 20 日（月）～12 月 14 日（木）
ジオンデザインプレゼント：12 月 15 日（金）～1 月 8 日（月・祝）
※1 日の景品数に限りがあります。所定の数がなくなり次第終了とさせていただきます。

フードコートにもガンダムデザインが登場！
2 階フードコートの紙コップが、期間中は「GUNDAM docks at TOKYO JAPAN」オリジナルデザインに
なります。
※1 日の個数に限りがあります。所定の数がなくなり次第終了とさせていただきます。

クリスマスキャンペーン
「GUNDAM docks at TOKYO JAPAN」の開催期間中に、ダイバーシティ東京 プラザで行われる「クリスマスプ
レゼントキャンペーン 2017」では、抽選でガンダムのアイテムが当たる「ガンダム賞」が追加されます。はずれの場
合でも、はずれカードを 5 枚集めると、1 回のガラポン抽選にチャレンジできるＷチャンスもあります。
期間：2017 年 11 月 18 日(土)～12 月 25 日(月)
内容：ダイバーシティ東京 プラザ内店舗において、2,000 円お買い上げごとに、スクラッチカードをレジにて配布。
当たりの場合は、館内のキャンペーンカウンターにて景品をお渡しします。また、はずれのカード 5 枚で
ガラポン抽選に 1 回チャレンジできます。 ※景品はなくなり次第終了となります。

ガンダムファンクラブ クーポンプレゼント
ガンダム公式ファンクラブアプリの「ガンダムファンクラブ」では、特別プレゼント企画を開催します。ガンダムファン
クラブアプリをダウンロードし、対象画面をダイバーシティ 3F の総合案内所で見せると、ダイバーシティ館内店舗
で使用可能なクーポンが貰えるプレゼント企画を実施します。
GUNDAM docks オリジナルグッズも販売！
実物大ユニコーンガンダム立像の足元にあるガンダムトレーラーショップにて、GUNDAM docks オリジナル商品
を販売します。ステーショナリー雑貨等、オリジナルデザインのアイテムを準備中です。
※詳細については公式 HP（http://gundam-docks.tokyo/）にて順次更新します。
■ 7F THE GUNDAM BASE TOKYO でも期間中さまざまなイベントを開催予定！
ガンプラ組立体験教室の実施
期間中、店内イベントスペースにおいて、初心者の方でもガンプラの楽しさを体験できる組
立体験会を実施します。作ったガンプラはお持ち帰りいただけます。
開催日：GUNDAM docks 期間中の土・日・祝日
※11 月 23 日・25 日・26 日、12 月 16 日 17 日は他イベント開催のため中止
参加費：無料
※組立体験教室用ガンプラ

機動戦士ガンダム 00（ダブルオー）ワールド開催！
今年で放送開始から 10 周年を迎えた「機動戦士ガンダム 00（ダブルオー）」。その 10 周
年を記念し、企画展を店内にて開催します。
会期： 2017 年 11 月 10 日(金)～12 月 6 日(水)
開催時間：ガンダムベース東京の営業時間に準ずる（10 時～21 時、不定休）
※他イベント開催のため入場を制限する可能性があります。
入場料：無料
GUNPLA BUILDERS WORLD CUP（GBWC） 2017 開催決定！
バンダイ公式の日本チャンピオン・世界チャンピオンを決定する決勝戦および表彰式を開催します。
・日本大会決勝戦表彰式：2017 年 11 月 26 日（日）
・世界大会決勝戦表彰式：2017 年 12 月 17 日（日）
※当日は一般のお客様のゾーン内入場を制限する可能性があります。
※詳細は GBWC 公式 HP（http://bandai-hobby.net/GBWC/japan/）にて順次更新
します。
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