
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 BANDAI SPIRITS（代表取締役社長：福田祐介、本社：東京都港区）は、大人向けコレクターズ商品

の統一ブランド「TAMASHII NATIONS」のイベント『TAMASHII NATION 2020』を 11月 6日（金）10：00～8日（日）

23：59の期間にオンラインで開催します。 

「TAMASHII NATION」は、毎年 500 点以上の大人向け最新フィギュアが集結

する年に 1 度の祭典です。今年も『仮面ライダー』シリーズや『ウルトラマン』シ

リーズ、『ドラゴンボール』シリーズ、『機動戦士ガンダム』シリーズ、そしてテレビ

アニメ『鬼滅の刃』シリーズなど、TAMASHII NATIONS が魂を込めて生み出して

いるヒーローやロボットのフィギュアが約 1,000点集結します。実際には、UDXア

キバ・スクエア 2 階およびベルサール秋葉原 1 階の 2 つの会場にリアル展示し

ました。イベントサイトでは、VRでの展示会場の体験、360度のフィギュア鑑賞、

動画配信での新商品発表、その他オンラインならではの仕掛けなどをお楽しみ

いただけます。 

今年のテーマは「FIGURE MUSEUM」～大人だって、楽しんでいいんだ！～です。地域・時間を問わず世界

中のファンの皆様が同時にご来場し、楽しんでいただけるイベントをご提供します。 
 
 ■『TAMASHII NATION 2020』開催概要                                       

●開催期間：2020年 11月 6日（金）10：00 ～ 8日（日）23：59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

●会   場：『TAMASHII NATION 2020』イベントサイト URL：https://tamashii.jp/special/tamashii_nation/  
 

本イベントでは、「超合金魂」と「S.H.Figuarts」の 2 ブランドを中心に「ROBOT EXHIBITIONS」、「FIGURE 

EXHIBITIONS」として、歴代の商品展示やさまざまな新商品・新情報をお披露目します。 
 

 ROBOT EXHIBITIONS  

◆「超合金魂」特別展示 

ハイターゲット向けの合金トイとして 1997 年に誕生したブランド「超

合金魂」。来年のシリーズ 100 アイテム目となる「GX-100」の発表に

向けて、特別な超合金魂モニュメントを公開します。また、三体合体・

変形の巨大ロボットシリーズ、ゲッターロボ・サーガの映像化最新作

となる「ゲッターロボアーク」の試作展示や 2020 年に 40 周年を迎え

たパックマンより「超合金 パックマン」などを発表します。 
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「超合金魂 ゲッターアーク」（参考出品／左） 
©永井豪・石川賢/ダイナミック企画・真早乙女研究所 

 

「超合金 パックマン」（参考出品／右） 
PAC-MAN ™＆©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 

https://tamashii.jp/special/tamashii_nation/


◆新作テレビアニメ「バック・アロウ」 

ANIPLEX 制作の新作テレビアニメ「バック・アロウ」

（2021年1月より 2クールで放送予定）より展開予定

の新商品「ROBOT魂 <SIDE BH>ムガ」をはじめとし

た商品を発表します。 

アニメ監督の谷口悟朗氏、シリーズ構成脚本家の中島かずき氏によ

るスペシャルトークの番組配信も予定しています。 

 

 

◆「解体匠機」第 2弾の発表、「METAL BUILD」10周年プロジェクト 

彩色済み超精密完成品モデル「METAL STRUCTURE 解体匠機」より、昨年発売し

た「RX-93 νガンダム」に続く第 2弾「MSN-04 サザビー」を発表します。 

また、「超合金の良さ」と「作品に応じたデザインアレンジ」が融合した究極の完成品

トイブランドとして、2011年に誕生した「METAL BUILD」の 10周年プロジェクトを始動

します。 

 

 FIGURE EXHIBITIONS  

◆「S.H.Figuarts」シリーズによる「仮面ライダー生誕 50周年」展開 

2021 年に迎える「仮面ライダー」生誕 50 周年に向けて、ハイターゲット向け仮面ライダー

フィギュアシリーズ「S.H.Figuarts」のこれまでのラインアップ約 400 点を一挙に展示します。

また、初展示となる「S.H.Figuarts 仮面ライダーエデン」をはじめとしたさまざまな新商品を

発表します。 

 

 

◆テレビアニメ「鬼滅の刃」商品展開 

テレビアニメ「鬼滅の刃」からはリアルな造形・彩色にこだわった約 1/1 サイ

ズで初立体化した本格ディスプレイモデル「PROPLICA 日輪刀（竈門炭治

郎）」などさまざまな商品をラインアップします。本イベントでは、「PROPLICA

日輪刀（煉󠄁獄杏寿郎）」も初展示します。 

 

 

 

◆新ブランド「魂之工房（TAMASHII
タ マ シ イ

 STUDIO
ス タ ジ オ

 PREMIUM
プ レ ミ ア ム

）」を発表 

彩色済みスタチューで圧倒的な存在感と高級感を演出する新ブラン

ド「魂之工房」を発表します。熟練の原型師による造形と職人の手に

よって繋ぐ彩色で、一つ一つの思考が具現化した厳選の逸品です。 

第 1 弾商品として全高 600mm 越えの「魂之工房 ウルトラマンゼロ 

-10年の軌跡-」を発表します。 

 

「バック・アロウ」キービジュアル（左） 
「ROBOT 魂 <SIDE BH>ムガ」（参考出品／右） 

©谷口悟朗・中島かずき・ANIPLEX／バック・アロウ製作委員会 

「解体匠機 MSN-04 サザビー」（参考出品） 
©創通・サンライズ 

「S.H.Figuarts 仮面ライダーエデン」（参考出品） 
©石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映 

「魂之工房 ウルトラマンゼロ -10 年の軌跡-」 
（132,000円・税 10%込/2021年 7 月発送予定） 

©円谷プロ 

「PROPLICA日輪刀（煉󠄁獄杏寿郎）」（参考出品） 
©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable 



 ■イベント期間中、さまざまな番組を配信！                                  

イベント期間中は、新商品や新番組の紹介、展示会場レポートなどさまざまな番組を配信します。 

＜主な配信番組内容＞ 

●オープニングセレモニー 

5日（木）15：00～ MC：望月理恵  

ゲスト：高橋文哉、伊藤英明、ゆきぽよ（木村有希）、麒麟 川島明 

『TAMASHII NATION 2020』の開催直前にイベント概要やメインの展

示商品、見どころなどをご紹介します。 

 
 

🔴虎杖悠仁役の榎木淳弥さん登場！テレビアニメ『呪術廻戦』スペシャル番組 

5日（木）15：00～ MC: 綾見有紀 ゲスト：榎木淳弥 

テレビアニメ「呪術廻戦」から主人公の虎杖悠仁役の榎木淳弥さんをお招きして

作品の魅力を紹介します。TAMASHII NATIONS からは可動フィギュアの

「S.H.Figuarts」と、約１/1 スケールでリアルに再現した「PROPLICA 特級呪物 

両面宿儺の指」を商品化！魅力をたっぷりご紹介します。 
 
 

🔴ゲッターロボ大検証―アークへの果てしない道―」 

6日（金）10：00～ ナレーター：内田直哉 

ゲスト：永井豪、永井一巨、川越淳、寺田貴信 

ゲッターロボの歴史、新アニメ情報や展開商品を紹介します。1974 年の「ゲッ

ターロボ」から最新作「ゲッターロボアーク」への流れを大検証します。永井豪先

生をはじめとしたインタビューも満載です。 
 
 

🔴濱田龍臣さん・潘めぐみさん&坂本監督と語る！ 

最新フィギュア＆『ウルトラギャラクシーファイト』最新情報！ 

6日（金）10：00～ 

MC：綾見有紀 ゲスト：濱田龍臣、坂本浩一監督、潘めぐみ 

ウルトラギャラクシーファイトシリーズの作品紹介、展示会場の商品紹介など、 

ウルトラマンシリーズをこよなく愛するゲスト陣と一緒にお届けします。 

『大いなる陰謀』特別映像&ウルトラマンシリーズ最新アイテムも登場予定です。 
 
 

🔴 S.H.Figuarts presents 仮面ライダーゼロワンスペシャル番組-リアライズする未来図- 

6日（金）11：00～ MC：篠宮暁  

ゲスト：高橋文哉、鶴嶋乃愛、砂川脩弥 

『TAMASHII NATION 2020』の特別開催記念商品「S.H.Figuarts 仮面

ライダーゼロワン リアライジングホッパー」の発売を記念して、スペ

シャル番組を配信します。 
 
 

🔴超時空要塞マクロス、マクロス F、マクロスΔDX超合金＆LIVE情報ゼントラ盛りスペシャル！  

6日（金）20：00～ MC：畠中雄一 ゲスト：鈴木みのり、西田望見 

発売直前の「DX超合金 VF-1Sバルキリー ロイ・フォッカースペシャル」の情報と今

回初展示となる「DX超合金 VF-1Dバルキリー」の情報をお届けします。また、「マク

ロス F」のライブや「マクロスΔ」の新劇場版の情報などを紹介します。 

 

 



 ■イベント期間中に楽しめるスペシャルコンテンツ！                                                   

ワンクリックでアクセス可能なVR会場やギャラリーなど、何度でも訪問したくなるコンテンツをご用意しています。 

＜主なコンテンツ内容＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ■『TAMASHII NATION 2020』開催記念商品                                                 
本イベントの開催を記念した「特別開催記念商品」2 アイテムと「開催記念商品」6 アイテムをイベント開催日の

11月 6日（金）から『TAMASHII NATION 2020』イベントサイトにて販売します。 

＜特別開催記念商品＞ 

●注文受付：11月 6日（金）11：00～9日（月）23：00まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuarts mini  
竈門炭治郎-ヒノカミ神楽- 

2,970円（税 10%込） 
先着販売／ご注文から 5日前後で配送予定 

お一人様 2 個まで 
©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable 

S.H.Figuarts 
仮面ライダーゼロワン リアライジングホッパー 

3,300 円（税 10%込） 
受注販売／2021 年 4 月発送予定 

お一人様 4個まで 
©2019 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映 

🔴ＶＲ会場 
パックマンのモニュメントが迎える「ROBOT EXHIBITIONS」と 

入口に「S.H.Figuarts仮面ライダー」シリーズを一堂展示した

「FIGURE EXBITIONS」の 2 カ所ある VR会場です。約 1000 点

の展示商品を確認でき、一部の商品は展示マーカーをクリック

し、商品詳細をそのまま見ることができます。 

🔴ギャラリー 
「ギャラリー」では、展示作品の一覧から商品を確認

できます。各商品を回転させて見られるマルチビュー

では、フィギュアを高解像度でご覧いただけます。 

※画像は開発中のものです。 

 

🔴S.H.Figuarts仮面ライダーシリーズ再販投票 
プレミアムバンダイ内「魂ウェブ商店」で過去に発売した

「S.H.Figuarts 仮面ライダー」のうち“50”の商品から再販希望

の商品を投票できる企画です。投票結果に応じて上位の商品

を後日再販予定です。 
🔴デジタルスタンプラリー 
TAMASHII NAITONSの会員制サービス「CLUB TAMASHII 

MEMBERS」限定のコンテンツ。イベント展示会場と魂ネイ

ションズ公式サイトに隠れているスタンプを見つけるスタンプ

ラリー。見つけたスタンプに応じてとマイルを獲得できます。 

 



＜開催記念商品＞ 

●注文受付：11月 6日（金）11：00～12月 6日（日）23：00まで 

※1商品につきお一人様 1個までご購入いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

TAMASHII NATION 2020イベントサイト：https://tamashii.jp/special/tamashii_nation/ 

：魂ウェブホームページ：https://tamashii.jp/ 

株式会社 BANDAI SPIRITS ホームページ：https://www.bandaispirits.co.jp/ 

※プレスリリースの内容は 2020年 11月 5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、実際とは異なる場合があります。 

※本イベントおよび本イベント取り扱い商品は 15歳以上を対象としております。 

BANDAI SPIRITSの大人向けコレクターズ商品ブランド｢TAMASHII NATIONS｣について 
BANDAI SPIRITSが掲げる、大人向けコレクターズ商品の統一ブランド「TAMASHII NATIONS」は 2020年で 13年目を迎え

ました。「超合金」シリーズをはじめ、フィギュアやロボットを中心に豊富なラインアップと高いクオリティの商品でファン層を

拡大。現在は海外にも裾野を広げています。＜TAMASHII NATIONS公式サイト「魂ウェブ」：https://tamashii.jp/＞ 

S.H.Figuarts 
ウルトラマンゼロ 10周年  

Special Color Ver. 
6,050円（税 10%込） 

抽選販売／2021年4月発送予定 
©円谷プロ 

聖闘士聖衣神話 EX 
サジタリアス星矢  

GOLD24 
22,000円（税 10%込） 

抽選販売／2021年4月発送予定 
©車田正美／集英社・東映アニメーション 

※送料・手数料は別です。 

※画像はイメージです。 ※画像は試作品の為、実際の商品とは異なります。  

※各商品の準備数は限りがございます。準備数に達した時点で、ご注文の受付を終了いたします。 

S.H.Figuarts  
仮面ライダーゼロワン 
シャイニングホッパー 

6,600円（税 10%込） 
受注販売／2021年5月発送予定 
©2019 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映 

S.H.Figuarts（真骨彫製法）  
仮面ライダーオーズ 
タマシー コンボ 
7,150円（税10%込） 

抽選販売／2021年4月発送予定 
©石森プロ・東映 

ROBOT魂＜SIDE MS＞ 
RX-78／C.A  

キャスバル専用ガンダム  
ver.A.N.I.M.E. 

6,600円（税 10%込） 
抽選販売／2021年4月発送予定 

©創通・サンライズ 

METAL BUILD 
デスティニーガンダム 

SOUL RED Ver. 
25,300円（税 10%込） 

抽選販売／2021年5月発送予定 
©創通・サンライズ 

https://tamashii.jp/special/tamashii_nation/
https://tamashii.jp/
https://www.bandaispirits.co.jp/
https://tamashii.jp/

