2019 年 7 月 9 日

機動戦士ガンダム 40 周年を記念したガンダムの夏まつり！

『ガンダム夏まつり 2019』
7 月 20 日（土）～9 月 1 日（日）にダイバーシティ東京 プラザで開催
株式会社 BANDAI SPIRITS（代表取締役社長：福田祐介、本社：東京都港区）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、今年で 40 周年を迎えた「機動戦士ガンダ
ム」を記念した、ガンダムシリーズの夏まつり『ガンダム夏まつり 2019』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、2019 年 7 月 20 日（土）～9 月 1 日（日）に開催します。
『ガンダム夏まつり 2019』は、機動戦士ガンダム 40 周年を記
念してダイバーシティ東京 プラザで開催するお祭りです。
期間中は、ダイバーシティ東京 プラザ館内やプラザ７階にあ
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る「THE GUNDAM BASE TOKYO」でのさまざまな企画や展示、
フェスティバル広場の「実物大ユニコーンガンダム立像」の足下
で開催するガンダムグルメフェスなど、ダイバーシティ東京 プラ
ザ全館でガンダムとガンプラの魅力を発信しながら夏のお台場
を盛り上げていきます。

『ガンダム夏まつり2019』
ガンダムグルメフェスイメージ

『ガンダム夏まつり2019』
キービジュアル

『ガンダム夏まつり 2019』開催概要
タイトル

ガンダム夏まつり 2019

日時

2019 年 7 月 20 日（土）～9 月 1 日（日） ※施設の営業時間に準ずる

会場

ダイバーシティ東京 プラザ全館、THE GUNDAM BASE TOKYO、プロムナード公園

主催

株式会社 BANDAI SPIRITS、三井不動産商業マネジメント株式会社

入場料

無料 ※会場内にて一部有料の企画があります

公式 HP

https://bandai-hobby.net/site/g-summerfes2019/
©創通・サンライズ

ダイバーシティ東京 プラザ館内をジャック！
■『ガンダム夏まつり 2019』謎解きラリー「ガンダム 40 周年の秘宝を手に入れろ！」
館内の各所を巡る謎解きラリーを開催します。謎解きに成功したお客さまには景品として「オリジナルミニプラモ
デル」をプレゼントします。
開催期間：7 月 20 日（土）～9 月 1 日（日）、10 時～19 時、参加料金：500 円（税 8%込）
謎解きラリー参加場所：プラザ 7F THE GUNDAM BASE TOKYO 前 エスカレーター横
◇謎解きラリーストーリー
今日はガンダム夏まつり。
ガンダムシリーズの 40 周年記念のお祭りとあって大いに賑わいを見せていた。
そんな中、ハロを連れた謎の老人が現れ、こう語ったのだった。
「ガンダム 40 周年を記念した『始まりの秘宝』をこの会場に隠した。
この「ビヨンドハロ」と共に様々な時空を旅して［手がかり］を探し出すのだ…！」
そう言うと、彼はハロを渡し、どこかへと消えてしまった。
ハロには手がかりに関する情報と、
ガンダムワールドをめぐるダイブ機能が搭載されていた。
あなたはハロとともにガンダムワールドを巡る旅に出ることになる。
君は、手がかりを探し出し、秘宝を手にすることができるか。

「ガンダム」がテーマのグルメ・縁日企画が楽しめる！
■ガンダムグルメフェス
フェスティバル広場にある「実物大ユニコーンガンダム立像」横のプロムナード公園にて、ガンダムをテーマとし
たフードイベント「ガンダムグルメフェス」を 8 月 3 日（土）～11 日（日）まで開催します。期間中は、さまざまな
ガンダムコラボメニューを販売。また、ガンダムカフェ出張所もオープンし、かき氷やタピオカドリンクを販売しま
す。モニュメントとしてハロバルーンも設置し、フォトスポットとしても展開します。
開催期間：8 月 3 日（土）～8 月 11 日（日）、11 時～19 時 （ラストオーダー：各日 18 時 30 分）
【ガンダムカフェ出張所メニュー】 ※一部

『ガンダム夏まつり2019』
ガンダムグルメフェスイメージ

選べるクリアボトル付き
タピオカドリンク
1,296円（税8%込）

選べるクリアボトル付き
ふるふるかき氷
1,296円（税8%込）

館内の飲食店でもコラボメニューを展開予定！
詳しくは後日公式 HP（https://bandai-hobby.net/site/g-summerfes2019/）で発表します。
悪天候の場合、予告なく中止となる可能性があります。
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■ガンダム縁日
『ガンダム夏まつり 2019』開催中の 8 月 3 日（土）～8 月 18
日（日）まで、THE GUNDAM BASE TOKYO 内イベントゾーン
にて、ガンダム縁日を開催します。詳しくは後日公式 HP
（https://bandai-hobby.net/site/g-summerfes2019/）で発表
します。
開催期間：8 月 3 日（土）～8 月 18 日（日）、10 時～19 時

『ガンダム夏まつり2019』
THE GUNDAM BASE TOKYO 縁日イメージ

話題のガンダムＶＲがお台場に上陸！期間限定で楽しめる！
■ガンダムＶＲ 特別開催
池袋の「MAZARIA」（2019 年 7 月 12 日オープン）で展開予定の「ガンダム VR ダイバ強襲」と「ガンダム UC VR
激突・ダイバ上空」を、THE GUNDAM BASE TOKYO でも期間限定で体験いただけます。
開催期間：7 月 20 日（土）～7 月 28 日（日）、10 時～19 時、参加料金：1 プレイ 1,000 円（税 8%込）

※写真はイメージです

フォトスポットも充実！ガンダムの最新アイテムをまとめてチェック！
■ガンダムシリーズ最新アイテム一挙展示
開催期間：8 月 3 日（土）～9 月 1 日（日）
プラザ 5 階館内スぺースにおいて、バンダイナムコグ
ループ各社のガンダムシリーズアイテムを展示します。
同時に、フォトスポットとして、法被を着用した 1/12
ガンダム立像も登場します。
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「THE GUNDAM BASE TOKYO」内でさまざまな夏まつり特別イベントを開催！
『ガンダム夏まつり 2019』開催中は、ダイバーシティ東京 プラザ 7 階の「THE GUNDAM BASE TOKYO」にて、
さまざまな夏まつり特別イベントを開催します。

■RAPID SCAN DIGIRAMA THEATER SYSTEM –Take off from a catapultお客さまに作成・お持ち込みいただいたガンプラをスキャンし、戦艦のカタパルトに合成、戦艦からの発進シー
クエンスのムービーにしてプレゼントいたします。
開催期間：7 月 20 日（土）～9 月 1 日（日）、10 時～19 時、参加料金：無料
※ガンプラ持ち込み可能（サイズ規定あり）、スキャン用貸出サンプルの使用も可能。
詳しくは後日公式 HP（https://bandai-hobby.net/site/g-summerfes2019/）で発表します。

※写真はイメージです

■GUNPLA Battle Laboratory 2019 -Battle Challenge-

昨年の夏に同施設で開催した「ダイバーズフェス」でも好評をいただいた「ガンプラバトルラボラトリー」を、より
手軽に体験いただけます。事前にスキャンした川口名人やガンプラマイスターの作例を 3D 空間で動かして遊
べます。
開催期間：7 月 20 日（土）～9 月 1 日（日）、10 時～19 時、参加料金：無料

※写真は昨年開催の模様です

■GUNPLA SUMMER COMPETITION
『ガンダム夏まつり 2019』の開催に合わせ、THE GUNDAM BASE TOKYO エントランスディスプレイにガンプラマ
イスターやユーザーの皆さまに「夏」をテーマに作成いただいたガンプラの展示を行います。
展示期間：7 月 20 日（土）～9 月 1 日（日）
受付期間：7 月 31 日（水）まで受付中
詳しくは THE GUNDAM BASE TOKYO 公式 HP（https://www.gundam-base.net/news/8948.html）をご確認ください。

※イメージ画像
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■限定ガンプラ発売
『ガンダム夏まつり 2019』の開催に合わせ、7 月 20 日（土）より THE GUNDAM BASE TOKYO にてガンダムベー
ス東京限定品を新発売します。

ガンダムベース限定
MG 1/100 ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ
12,960円（税8%込） 7月20日（土）発売予定

ガンダムベース限定
Figure rise Mechanics ハロ（LIGHTING UNIT SET）
4,104円（税8%込） 7月20日（土）発売予定

※売切れの場合もございます。
※7 月 12 日（金）～7 月 29 日（月）開催予定の「THE GUNDAM BASE POP-UP in AOMORI」でも 7 月 20 日（土）より発売します。

大好評企画「実物大ユニコーンガンダム立像」を真下から見上げるイベントを開催！
■実物大ユニコーンガンダム立像 ウォークスルー2019
昨年の夏にも実施した「実物大ユニコーンガンダム立像」の股下をくぐる「ウォークスルー」イベントを今年も開
催します。
開催期間：2019 年 7 月 20 日（土）～9 月 1 日（日） 11 時～19 時、参加料金：無料

『ガンダム夏まつり2019』
ウォークスルーイメージ

※写真は昨年開催の模様です

『ガンダム夏まつり 2019』公式 HP：https://bandai-hobby.net/site/g-summerfes2019/
バンダイホビーサイト：http://www.bandai-hobby.net/
株式会社BANDAI SPIRITS HP：https://www.bandaispirits.co.jp/
※プレスリリースの内容は 2019 年 7 月 9 日現在のものであり、予告なく変更する場合があります。
※プレスリリースに掲載の画像は試作品、CG、イメージを含み、実際の商品とは異なる場合があります。
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