2022 年 6 月 17 日
バンダイナムコグループ ガンダムプロジェクト
株式会社 BANDAI SPIRITS

TV アニメーション最新作『機動戦士ガンダム 水星の魔女』放送記念
次なるガンダムの未来を目指して各地で行う過去最大級のガンダム総合イベント
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GUNDAM NEXT FUTURE開催
世界の全実物大ガンダム立像と「動くガンダム」がリアルタイムでリンクするスペシャルイベントや
参加型企画を実施！『機動戦士ガンダム 水星の魔女』の前日譚「PROLOGUE」を公開
バンダイナムコグループの横断プロジェクト「ガンダムプロジェクト」と、株式会社 BANDAI SPIRITS（代表取
締役社長：宇田川南欧、本社：東京都港区）は、ガンダムシリーズの TV アニメーション最新作『機動戦士ガンダ
ム 水星の魔女』の放送を記念し、次なるガンダムの未来を目指してさまざまな形態で行われるガンダム総合イ
ベント「GUNDAM NEXT FUTURE」を 2022 年 6 月 24 日(金)より順次開催します。
世界の実物大ガンダム立像全 3 体と、横浜の「動くガンダム」がリアルタ
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イムでリンクする、史上初のスペシャルイベント「LINK THE UNIVERSE」、
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5 エリアで開催する参加型イベント「BASE SERIES」、各地で開催する
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THE GUNDAM BASE のポップアップ企画 「THE GUNDAM BASE POPアップ

ツ ア ー

UP TOUR」の 3 形態があり、ガンダムシリーズとファンがつながる機会を
創出します。
また、「GUNDAM NEXT FUTURE」では、『機動戦士ガンダム 水星の魔
女』の前日譚「PROLOGUE」を公開します。「LINK THE UNIVERSE」で初公
開した後、「BASE SERIES」では各会場で上映会を行う他、イベント期間限
定で視聴可能なオンライン試写会参加チケットを配布し、参加いただいた
方に「PROLOGUE」をお届けしていきます。
「GUNDAM NEXT FUTURE」公式サイト：https://bandai-hobby.net/site/gnf/

《「GUNDAM NEXT FUTURE」：ガンダムシリーズとファンがつながる 3 つの企画》
1.「GUNDAM NEXT FUTURE -LINK THE UNIVERSE-」
世界の実物大ガンダム立像全 3 体と、横浜の「動くガンダム」がリアルタイムでリンクする実物大ガンダム史上
初のスペシャルイベント。
開催日：2022 年 7 月 14 日（木）､15 日（金）の 2 日間

2. 「GUNDAM NEXT FUTURE -BASE SERIES-」
『機動戦士ガンダム 水星の魔女』の展示を中心に、すべてのガンダムファンが楽しめるスペシャルイベントを 5
エリアで開催します。
※開催日は会場によって異なります。

3. 「GUNDAM NEXT FUTURE -THE GUNDAM BASE POP-UP TOUR-」
「ガンプラ」を主体とした公式総合施設 THE GUNDAM BASE の魅力を凝縮したポップアップイベント。9 会場で
物販とともに『機動戦士ガンダム 水星の魔女』の最新情報を紹介します。
※開催日は会場によって異なります。
3 つの企画の詳細は以下でご紹介します。
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1. GUNDAM NEXT FUTURE -LINK THE UNIVERSE世界の実物大ガンダム立像全 3 体と「動くガンダム」がリアルタイムでリンクする、実物大ガンダム史上初の
スペシャルイベントを開催します。横浜の「動くガンダム」、台場の「実物大ユニコーンガンダム立像」、上海の
ニュー

「実物大フリーダムガンダム立像」、福岡の「実物大νガンダム立像」を、ガンダム作品の BGM やレーザー演出
で同時連動させる初の試みで、スケール感のある新演出がお楽しみいただけます。
また、7 月 14 日（木）、7 月 15 日（金）の「LINK THE UNIVERSE」の各会場の模様は、ヴァーチャルガンプラエ
ンターテインメント総合空間「THE GUNDAM BASE VIRTUAL WORLD」にてオンライン視聴いただけます。詳細
は後日「GUNDAM NEXT FUTURE」公式サイトにて発表します。

※画像はイメージです｡

さらに、以下の会場では『機動戦士ガンダム 水星の魔女』の前日譚「PROLOGUE」を初公開します。
日時

2022 年 7 月 14 日（木）､7 月 15 日（金）
① 「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」 ※7 月 14 日（木）プレスデー､7 月 15 日（金）ご招待デー

会場

② ダイバーシティ東京 プラザ 実物大ユニコーンガンダム立像
③ 三井ショッピングパーク ららぽーと福岡 実物大νガンダム立像
④ THE GUNDAM BASE VIRTUAL WORLD（ヴァーチャルガンプラエンターテインメント総合空間）

※本企画の日程や内容は、予告なく変更、または中止になる可能性がございます。
※混雑状況によってはご覧いただけない場合がございます。

「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」会場について
2022 年 7 月 14 日（木）プレスデー､7 月 15 日（金）ご招待デー
※「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」の 7 月 14 日（木）のプレスデーは報道関係者のみの入場となります。
ご招待デー ご参加方法：
「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」の 7 月 15 日（金）ご招待デーの一般参加の応募に関しては抽選制となり
ます。詳しいご参加・応募方法は、「ガンダムナビアプリ※」及び「ガンダムファンクラブ」でお知らせします。
※「ガンダムナビアプリ」とは
ガンダムシリーズのアニメ・ガンプラ・ゲーム・イベントなどの関連ニュースが全て集約され閲
覧できるスマートフォン向けアプリケーション。ニュース以外にも、各公式 YouTube チャンネル
の動画がこのアプリ１つで視聴可能なほか、アニメシリーズの登場人物や MS（モビルスーツ）
が閲覧可能な公式データベースも搭載。
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2. GUNDAM NEXT FUTURE -BASE SERIES-（ベースシリーズ）
『機動戦士ガンダム 水星の魔女』の展示を中心とした全てのガンダムファンが楽しめるスペシャルイベントを、
5 エリアで開催します。各会場では、『機動戦士ガンダム 水星の魔女』の前日譚「PROLOGUE」の大画面での
上映会を実施し、さらに多くの方に楽しんでいただけるように「PROLOGUE」のオンライン試写会参加チケットの
入ったスタンプラリーの台紙の配布も行います。賞品がもらえるスタンプラリーや会場に合わせた展示内容など、
盛りだくさんの内容となっています。
※実施内容は会場によって一部異なります。
※SHIBUYA MINI BASE、OSAKA BASE での物販はございません。
※YOKOHAMA BASE での「GUNDAM NEXT FUTURE」限定品の販売は、「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」
内 THE GUNDAM BASE YOKOHAMA Satellite で実施予定です。「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」のご入場
には別途入場料が必要です。

YOKOHAMA BASE

SHIBUYA MINI BASE

NAGOYA BASE
THE GUNDAM BASE POP-UP
TOUR

OSAKA BASE

TOKYO BASE

日時

7 月 16 日（土）～7 月 31 日（日）

会場

・横浜ランドマークタワー（ランドマークプラザ）
・横浜ランドマークタワー（スカイガーデン）
・MARK IS みなとみらい
・みなとみらい線（みなとみらい駅、元町・中華街駅）
・「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」

日時

8 月 5 日(金)～8 月 21 日(日)

会場

渋谷 PARCO（東京都）

日時

8 月 6 日(土)～8 月 21 日(日)

会場

名古屋 PARCO（愛知県）

日時

8 月 19 日(金)～9 月 4 日(日)

会場

グランフロント大阪（大阪府）

日時

9 月 29 日(木)～10 月 2 日(日)

会場

新宿三角広場（東京都）

第一弾となる横浜エリアの開催内容を以下でご紹介します。
それ以外の 4 エリアについては、後日詳細を「GUNDAM NEXT FUTURE」公式サイトでお知らせします。
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YOKOHAMA BASE 開催内容

日時

2022 年 7 月 16 日(土)～7 月 31 日(日)
※企画により開催時期が異なります。

横浜ベイエリア各地
・横浜ランドマークタワー（ランドマークプラザ）
会場

・横浜ランドマークタワー（スカイガーデン）
・MARK IS みなとみらい
・みなとみらい線（みなとみらい駅、元町・中華街駅）
・「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」

協力

・三菱地所プロパティマネジメント株式会社
・横浜高速鉄道株式会社
基本無料

参加費

※「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」、横浜ランドマークタワー69 階展望フロア「ス
カイガーデン」は別途入場料が必要です。

公式サイト：https://bandai-hobby.net/site/gnf/base/yokohama/
※本企画の日程や内容は、予告なく変更、または中止になる可能性がございます。
開催状況は随時「GUNDAM NEXT FUTURE」公式サイトでお知らせします。

横浜ランドマークタワー

所在地：〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい 2 丁目 2−1
ガンダム・エアリアルを再現した全高約 7ｍのバルーン展示
『機動戦士ガンダム 水星の魔女』の主人公機ガンダム・エアリ
アルの全高約 7ｍのバルーンを初展示します。
■演出時間：11:00～21:00 （毎時 00 分､30 分に実施）
■会場：ランドマークプラザ 1 階 サカタのタネ ガーデンスクエ
ア

2m ガンダム立像大集結！『機動戦士ガンダム 水星の魔女』関連アイテム特別展示も！
ガンダム・エアリアルを始めとしたさまざまな全高 2m 大のガン
ダム立像がフェスティバルスクエアに集結！歴代ガンダムとの
写真撮影をお楽しみください｡
また、同会場でガンプラやガンダムフィギュアを始めとした『機
動戦士ガンダム 水星の魔女』関連の最新アイテムの展示も
行います｡
■会場：ランドマークプラザ 1 階 フェスティバルスクエア
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ガンダム R（リサイクル）作戦@ランドマークプラザ
リサイクル材を使用したプラモデル「エコプラ 1/144 RX-78-2
ガンダム 組み立て体験会 Ver.」と特別冊子を無料配布し、リ
サイクルについて学ぶ機会を提供します。ランナー（プラモデル
の枠の部分）を実際に回収ボックスに入れることで、リサイクル
を身近に感じていただく企画です。ガンプラのリサイクル活動に
ついての展示も実施します。
■実施時間：11：00～18：00
■会場：ランドマークプラザ 3 階歩廊
■配布方法：先着での無料配布
※プラモデルの受け取りは、お一人様 1 回までとさせていただきます。また、6 才
未満の方は保護者の同伴が必要となります。
※プラモデルの無料配布は、先着順です。また、配布数には限りがございます。
※画像はイメージです。

全ガンダム立像関連展示と『機動戦士ガンダム 水星の魔女』の作品紹介コーナー
69 階展望フロアのスカイガーデンでは､「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」 の「動くガンダム RX-78F00 ガン
ダム｣を模した大型ガンプラ立像の展示や､他立像に関するアイテム展示､最新作『機動戦士ガンダム 水星の
魔女』の作品紹介コーナーを展開します｡
■実施時間：スカイガーデンの営業時間に準じます｡
通常営業 10:00～21:00（最終入場：20:30）
延長営業 10:00～22:00（最終入場：21:30）毎週土曜日と月曜日が祝祭日(振替休日を含む)の場合、前日の日曜日
■会場：横浜ランドマークタワー69 階展望フロア「スカイガーデン」 入場料金 ※有料・税込表示
大人(18～64 歳)：1000 円 65 歳以上・高校生：800 円
小・中学生：500 円 幼児（４歳以上）：200 円

MARK IS みなとみらい&みなとみらい線

1/1 ガンダムヘッドと 2m ガンダム立像が登場
みなとみらい駅 みらいチューブでは、ガンプラ 1/1 ガ
ンダムヘッドを展示します。また、隣接する MARK IS み
なとみらい地下 4F えきまえ広場にて 2m 大のガンダム
立像を展示します。
■会場：みなとみらい駅 みらいチューブ
(B3 階 改札外コンコース)
MARK IS みなとみらい 地下 4F えきまえ広場
※画像は｢GUNDAM PORT YOKOHAMA｣での展示写真となります｡
イメージです｡

ガンダム R（リサイクル）作戦@MARK IS みなとみらい
MARK IS みなとみらいで｢ガンダム R（リサイクル）作戦｣を実施します｡
■開催日：7 月 16 日（土）､17 日(日)､18 日（月・祝）､23 日（土）､24 日（日）､30 日（土）、31 日（日）
※土日､祝日のみ開催
■実施時間：11：00～18：00
■会場：MARK IS みなとみらい 2 階 ぶらりギャラリー
■配布方法：先着での無料配布
※プラモデルの受け取りは、お一人様 1 回までとさせていただきます。また、6 才未満の方は保護者の同伴が必要となります。
※プラモデルの無料配布は、先着順です。また、配布数には限りがございます。
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「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」

『機動戦士ガンダム 水星の魔女』の前日譚「PROLOGUE」上映会
『機動戦士ガンダム 水星の魔女』アニメ本編の前日
譚「PROLOGUE」を上映します｡
■開催期間：7 月 16 日(土)～7 月 31 日(日)
■開催時間：上映スケジュールは、「GUNDAM NEXT
FUTURE」公式サイトで後日お知らせします。
■会場：「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」内 カン
ファレンスルーム
※当イベントへのご参加は無料ですが、「GUNDAM FACTORY
YOKOHAMA」のご入場には別途入場料が必要です。
ご入場については「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」の公式サイトをご確認ください。
※参加可能人数には限りがございますので､状況によっては整理券の配布や､ご入場をお断りさせていただく場合がございます。

｢THE GUNDAM BASE YOKOHAMA Satellite｣での限定品販売
GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 内の物販エリア｢THE GUNDAM BASE YOKOHAMA Satellite｣では､
GUNDAM NEXT FUTURE の開催を記念して､YOKOHAMA BASE の開催期間中､さまざまな限定品を販売しま
す｡
※商品ラインアップの一部については､“「GUNDAM NEXT FUTURE」限定品・イベント限定品”の項目をご確認ください｡
※混雑状況により、店舗の入場を制限させていただく場合がございます。また、混雑状況によっては終日ご入店できない可能性もございます。予
めご了承ください。

限定アイテムがもらえる「GUNDAM NEXT FUTURE -YOKOHAMA BASE-」スタンプラリー

「GUNDAM NEXT FUTURE -YOKOHAMA BASE-」の 5 つの会場でスタンプラリーを開催します。ゴールの
「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」チケットカウンターでは、限定アイテムをスタンプラリーの賞品としてご用
意しています。横浜ベイエリアをスタンプラリーでめぐりながら、各会場でガンダムの世界観をお楽しみくださ
い。また、スタンプラリーの台紙には、YOKOHAMA BASE の開催期間限定で、『機動戦士ガンダム 水星の魔
女』の前日譚「PROLOGUE」を視聴可能なオンライン試写会参加チケットが入っています。試写会参加方法の
詳細は、スタンプラリーの台紙でご確認ください。
■開催期間：7 月 16 日(土)～7 月 31 日(日)

※開催時間は各会場の営業時間に準じます｡

※スタンプラリーの賞品引き換えに「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」入場料は必要ありません｡
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【スタンプ設置場所】
① みなとみらい線 みなとみらい駅 みらいチューブ(B3 階 改札外コンコース)
② 横浜ランドマークタワー ランドマークプラザ 1 階 サカタのタネ ガーデンスクエア
③ 横浜ランドマークタワー ランドマークプラザ 1 階 フェスティバルスクエア
④ 横浜ランドマークタワー3 階 “69 階展望フロア「スカイガーデン」“入口
⑤ みなとみらい線 元町・中華街駅 中華街方面改札付近（改札外）
ゴール：「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」チケットカウンター
※賞品の受け取りは「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」の営業時間内になります。
スタンプラリー開催期間中 GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 営業時間 10:00～20:00（19:00 最終入場）定休日なし

【賞品】
5 個のスタンプをすべて集めると､全高約 100mm の｢ガンプラトライアルキット RX-78-2 ガンダム｣と、キットに
使用できる「GUNDAM NEXT FUTURE」オリジナルマーキングシールをプレゼントします。
※「ガンプラトライアルキット RX-78-2 ガンダム」は「GUNDAM NEXT FUTURE」オリジナルではありません。

ガンプラトライアルキット RX-78-2 ガンダム+ 「GUNDAM NEXT FUTURE」オリジナルマーキングシール
【スタンプラリー注意事項】
・スタンプ設置施設の営業時間内でご参加ください。
・スタンプ台紙は各スタンプ設置場所と賞品交換場所で配布しています。
・スタンプ台紙はお一人様 1 冊まででお願いします。
・スタンプ台紙は十分な数をご用意しておりますが、配布数には限りがございます。
・開催期間中、賞品交換はお一人様 1 個でお願いします。
・賞品がなくなり次第、開催期間中であっても賞品交換は終了となります。
・本賞品の対象年齢は 6 才以上となります。6 才未満の方は保護者の方の同伴が必要となります。
・本企画の日程や内容は、予告なく変更、または中止になる可能性がございます。

3. GUNDAM NEXT FUTURE -THE GUNDAM BASE POP-UP TOUR「ガンプラ」を主体とした公式総合施設“THE GUNDAM BASE”の魅力を
凝縮したポップアップイベントを日本各地の 9 会場で開催。物販とともに
『機動戦士ガンダム 水星の魔女』の最新情報を紹介します。物販では、
THE GUNDAM BASE の人気アイテムに加え、GUNDAM NEXT FUTURE
限定品も販売予定です。7 月 18 日（月・祝）以降の各会場では、『機動戦
士ガンダム 水星の魔女』の前日譚「PROLOGUE」のオンライン試写会参
加チケットが入ったリーフレットを配布します。試写会参加方法の詳細は
リーフレットをご覧ください。
※内容は会場によって一部異なります。
※企画の日程や内容は、予告なく変更、または中止になる可能性がございます。

©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS

at 池袋

日時

6 月 24 日(金)～7 月 10 日(日)

会場

池袋 PARCO 本館 7F･PARCO FACTORY

公式サイト

https://bandai-hobby.net/site/gnf/popup/ikebukuro/

【営業時間】11:00-21:00（最終入場 20:30） ※最終日は 18:00 閉場（最終入場 17：30）
【入場抽選】6 月 24 日（金）、25 日（土）、26 日（日）は事前申込による入場抽選を実施します。
・6 月 24 日（金）、25 日（土）、26 日（日）の 11:00～14:00 までは入店整理券をお持ちの方のみご入場いただけます。
・14:00 からは入場制限を解除し、フリー入場となる予定です。
・混雑状況によっては終日ご入場いただけない場合もございます。予めご了承ください。
【申込期間】2022 年 6 月 17 日(金)14:30 ～ 2022 年 6 月 19 日(日)23:59
申込先
6 月 24 日（金） https://t.livepocket.jp/e/7wib0
6 月 25 日（土） https://t.livepocket.jp/e/sg9bt
6 月 26 日（日） https://t.livepocket.jp/e/j-g0r
詳細は、THE GUNDAM BASE POP-UP TOUR 池袋 公式サイト及びライブポケット申込ページ（各日程の申込 URL）をご確認くだ
さい。
※上記期間以外でも、混雑状況により、整理券配布による入場制限の可能性がございます。

at 福岡

日時

7 月 1 日(金)～7 月 17 日(日)

会場

福岡 PARCO 本館 3F･PARCO FACTORY

公式サイト

https://bandai-hobby.net/site/gnf/popup/fukuoka/

【営業時間】10:00-20:30（最終入場 20:00） ※最終日は 18 時閉場（最終入場 17：30）
※混雑状況によっては整理券配布による入場制限の可能性がございます。
※混雑状況によっては終日ご入場いただけない可能性もございます。予めご了承ください。

at 広島

日時

7 月 15 日(金)～7 月 31 日(日)

会場

広島 PARCO 本館 6F･PARCO FACTORY

※全高約 2m のガンダム・エアリアル立像を展示、7 月 18 日（月）以降は「PROLOGUE」のオンライン試写会参加チケット入りリー
フレットを配布

at 大阪

日時

7 月 22 日(金)～8 月 7 日(日)

会場

心斎橋 PARCO 14F･SPACE14

※「PROLOGUE」のオンライン試写会参加チケット入りリーフレットを配布

at 名古屋

日時

8 月 6 日(土)～8 月 21 日(日)

会場

名古屋 PARCO

※｢GUNDAM NEXT FUTURE –NAGOYA BASE-｣と併設 ※「PROLOGUE」のオンライン試写会参加チケット入りリーフレットを配
布

at 仙台

日時

8 月 12 日(金)～8 月 28 日(日)

会場

仙台 PARCO 本館 6F･SPACE6

※全高約 2m のガンダム・エアリアル立像を展示、「PROLOGUE」のオンライン試写会参加チケット入りリーフレットを配布

at 札幌

日時

9 月 30 日(金)～10 月 16 日(日)

会場

札幌 PARCO 7F･SPACE７

※全高約 2m のガンダム・エアリアル立像を展示、「PROLOGUE」のオンライン試写会参加チケット入りリーフレットを配布

上記会場のほかに、松本（松本 PARCO）、静岡（静岡 PARCO）での開催も予定しています。松本、静岡の開催
内容や、各会場の詳細は決まり次第、「GUNDAM NEXT FUTURE」公式サイトにてお知らせします。

©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS

「GUNDAM NEXT FUTURE」限定商品・イベント限定商品

「GUNDAM NEXT FUTURE -THE GUNDAM BASE POP-UP TOUR -」の全会場と、「GUNDAM NEXT
FUTURE -BASE SERIES-」の一部の会場で、限定品の販売を行います。

“卵の殻から持続可能な社会へ、新しい未来へ”
卵殻プラスチックを使用した初の「ガンプラ」が登場
BANDAI SPIRITS では一部のプラモデル製品に、石油由来プラスチッ
クに替わる新素材を採用する取り組みを進めています。本商品の素
材である卵殻プラスチックは、産業廃棄物として排出される卵の殻を
一部に使用した新素材です。ポリスチレン樹脂と生物由来（バイオマ
ス）の素材を複合することで、石油由来プラスチックの比率を抑えま
す。BANDAI SPIRITS は今後も、環境負荷低減につながる取り組みに
チャレンジしていきます。
「GUNDAM NEXT FUTURE」限定
ENTRY GRADE 1/144 RX-78-2 ガンダム[クラシックカラー]
価格: 1,100 円（税 10%込）
【クラシックカラーとは】
循環から生まれた成形色そのものの色味を活かした、温かみのあるクラシカルなカラーリングです。

イベント限定
は じろぼし

HG 1/144 ガンダム端白星[クリアカラー]
価格: 1,650 円（税 10%込）

イベント限定
MG 1/100 RX-78-2 ガンダム Ver.3.0
[リサーキュレーションカラー/ネオングリーン]
価格: 5,280 円（税 10%込）

イベント限定
MG 1/100 ガンダムエクシア
[リサーキュレーションカラー/ネオンパープル]
価格: 4,510 円（税 10%込）

イベント限定
MG 1/100 エールストライクガンダム Ver.RM
[リサーキュレーションカラー/ネオンピンク]
価格: 4,950 円（税 10%込）

【リサーキュレーションカラーとは】
循環から生まれたエコプラのブラックの中に、鮮烈なネオンカラーが存在感を発揮するスタイリッシュなカラーリングです。
※販売商品の詳細は「GUNDAM NEXT FUTURE」公式サイトをご確認ください。
※1 回の会計でご購⼊いただける数量は、1 商品につき 1 個、合計 10 個までとなります。
※全ての商品が、数量限定での販売となります。売切れの際はご了承ください。
※GUNDAM NEXT FUTURE 限定品以外のイベント限定品に関しては、販売されない会場がある可能性があります。
※GUNDAM NEXT FUTURE 限定品は売り切れの際、通信販売を実施する予定です。
※販売商品は状況により、予告なく変更・中止になる場合がございます。

©創通・サンライズ

【公式サイト】
「GUNDAM NEXT FUTURE」公式サイト：https://bandai-hobby.net/site/gnf/
『機動戦士ガンダム 水星の魔女』公式サイト：https://g-witch.net/
「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」 公式サイト：https://gundam-factory.net/
バンダイホビーサイト： https://bandai-hobby.net/
株式会社 BANDAI SPIRITS 公式サイト：https://www.bandaispirits.co.jp/
※「GUNDAM NEXT FUTURE」のすべての企画の日程や内容は、予告なく変更、または中止になる可能性がございます。
※混雑状況により、会場および各コーナーの入場を制限させていただく場合がございます。また、事故・混雑防止のため必要に応じた各種制限を
設けさせていただくことがあります。予めご了承ください。
※各会場やエリアでの企画は安全にお楽しみください。なお、近隣の方への迷惑行為は固くお断りいたします。
※画像はすべてイメージです｡
※プレスリリースの内容は 2022 年 6 月 17 日(金)現在のものであり、予告なく変更する場合があります。
《新型コロナウイルス感染症対策について》 「GUNDAM NEXT FUTURE」ではお客さまとスタッフの感染防止の観点から、次の取り組みを行います。
・対人距離確保のため、スタッフはお客さまと一定の間隔を取ってご案内いたしますことをご了承ください。
・従業員には就業前の健康チェックを義務付けるとともに、うがい、手洗い、消毒の励行、マスクの着用や咳エチケットの徹底など、各種感染対策を強化いたします。
・お客さまのご来場状況により入場制限をさせていただく場合がございます。

――――――――――――――――――――――
〈お客さまへのお願い〉
【©表示について】
・ご来場の際はマスクの着用や咳エチケット等と併せてお客さま同士の対人距離確保へのご協力をお願いいたします。
日本語表示：©創通・サンライズ・MBS
また、手指消毒液をご用意しておりますのでご利用ください。
・風邪の症状や37.5°C以上の発熱があり、強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）があるお客さまにつきましては、ご入場、ご参加をお断り申し上げます。
英語表示：©SOTSU・SUNRISE・MBS
・施設内での企画に関しては、各施設内の感染症対策に準じます。各施設の感染拡大防止策へのご協力をお願いいたします。

・感染症対策の詳細は、「GUNDAM NEXT FUTURE」公式サイトで随時ご案内いたします。
・今後の状況次第では、内容の変更や中止の場合があります。あらかじめご了承いただきますよう何卒よろしくお願いいたします。

【『機動戦士ガンダム 水星の魔女』とは】
2022 年 10 月より、毎週日曜午後 5 時から MBS/TBS 系全国 28 局ネットで放送開始となる、ガンダムシリー
ズの TV アニメーション最新作です。7 月からはアニメ放送に先駆け、本編の前日譚「PROLOGUE」の公開を予
定しており、「GUNDAM NEXT FUTURE」の各イベントで上映会を開催します。
【あらすじ】
アド・ ステラ

A . S .122――数多の企業が宇宙へ進出し、巨大な経済圏を構築する時代。モビルスーツ産業最大手「ベネリ
ットグループ」が運営する「アスティカシア高等専門学園」に、辺境の地・水星から一人の少女が編入してきた。
名は、スレッタ・マーキュリー。無垢なる胸に鮮紅の光を灯し、少女は一歩ずつ、新たな世界を歩んでいく。

主人公
スレッタ・マーキュリー

主人公機
ガンダム・エアリアル
©創通・サンライズ・MBS
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【「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」とは・再オープンのお知らせ】
全高 18m の実物大ガンダムを動かすという夢を実現し、横浜で体感いただく施設です。
施設内は、「動くガンダム」を格納・メンテナンスワークを行うデッキ「GUNDAM-DOCK」と、「動くガンダム」の仕
組みを楽しみながら学べる展示施設などからなる「GUNDAM-LAB」の 2 つのエリアで構成されています。
当施設は 2022 年 7 月 16 日（土）より再オープンします。
「動くガンダム」「RX-78F00HMT(ハイマット)」演出が継続
「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」では「横浜で発掘されたパーツを組み合わせて起動実験をおこなっている」
というコンセプトのもと、動くガンダムの演出を実施しています。今年 1 月より実施していた特別演出「F00 /AI
Awakening！」がアニメーション『機動戦士ガンダム』とのつながりを感じられるような内容となっており、ご来場
いただいた多くの方からご好評をいただきました。その声にお応えし、通常の起動実験演出に加えて、特別演
出を引き続き実施いたします。この特別演出では、 “動くガンダム”の高機動化と武装強化をコンセプトに再構
築した機体「RX-78F00HMT」の実験中のエピソードを描いています。HMT（ハイマット）は、HIGH MOBILTY
TYPE(高機動型)の略称で、簡易装着式の増加装甲、補助バーニア、さらに武装を追加することで性能向上が
図られているという設定です。
“動くガンダム”の演出については、今後さらに新演出も展開していく予定です。
「ACADEMY」では、HMT 設定の展示をするほか、7 月 16
日（土）からは、「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」オリ
ジナル商品、HMT 仕様の「動くガンダム」のガンプラの新
商品「1/144 RX-78F00 HMT ガンダム高機動型 2,530 円
（税 10%込）」も販売します。
ます ます パワー ア ップ している 「 GUNDAM FACTORY
YOKOHAMA」、既に来場したことがある方も、まだ来場さ
れたことがない方もお楽しみいただけます。
※詳細については公式サイトをご確認ください。
公式サイト：https://gundam-factory.net/
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