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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、今年 40 周年を迎えた「ガンプラ」

のファンの皆さまへの感謝として、未来のガンプラ工場「GUNPLA FACTORY NEXUS」をテーマに、ファンの皆さまにこ

れからのガンプラを感じることができるイベント『GUNPLA EXPO TOKYO 2020 feat. GUNDAM conference』を、新宿住

友ビル 三角広場にて 2020年 11月 12日（木）～15日（日）に開催します。 

本イベントは、未来のガンプラ工場「GUNPLA
ガ ン プ ラ

 FACTORY
フ ァ ク ト リ ー

 NEXUS
ネ ク サ ス

」をテーマ

に、ガンプラ 40 周年記念アイテムの初展示や「SD ガンダムシリーズ最新作」「閃

光のハサウェイ」の新商品など、さまざまなガンプラ新商品の発表、組み立て体

験会などを開催します。そのほかにも、1/1 スケールのビームサーベルとシール

ドの展示に巨大スクリーンと合わせた 1/1スケールガンプラをテーマにしたスペシ

ャルオープニング映像の上映、また、ステージでは、さまざまなガンダム・ガンプラ

の新情報を解禁するステージをお楽しみいただけます。 

会場内では、本イベント限定アイテムや先行販売も行います。また、オンラインでの併催に合わせ、11 月 12 日（木）

12：00 より公式ショッピングサイト「プレミアムバンダイ」内ホビーオンラインショップ（https://p-bandai.jp/hobby/）にて、

GUNPLA EXPO TOKYO 2020開催記念としてイベント限定アイテムなどの販売も行います。 

 

なお、本イベントはオンラインでも楽しめるようにステージの配信などに加え、

VR 展示場と題して実際の会場にいる様な臨場感あふれるバーチャル会場を家

にいながら体験できるコンテンツも 11 月 14 日（土） 9：00 より公式 HP にてオー

プンします。 

 

 

 

 

会期 ： 11 月 12 日（木） 12：00～21：00 

：11 月 13 日（金） 10：00～21：00 

：11 月 14 日（土）  9：00～20：00 

：11 月 15 日（日）  9：00～20：00 

：   ※最終入場は各日閉場時間の 30分前を予定 

会場 ： 新宿住友ビル 三角広場（東京都新宿区西新宿 2 丁目 6 番 1 号） 

当日券料金 ： 大人（高校生以上）1,000 円（税込）、小人（小学生・中学生）無料 

入場特典 ： イベント会場への入場者には、各日ごとに異なる『GUNPLA EXPO TOKYO 2020 feat. GUNDAM  

conference』限定の入場特典を開催期間中プレゼントします。 

「SDガンダムシリーズ最新作」や「閃光のハサウェイ」の新商品など多数発表！ 

未来のガンプラ工場をテーマにオンラインでも楽しめるコンテンツを多数展開 

 

2020年 11月 12日 

『GUNPLA
ガ ン プ ラ

 EXPO
エ キ ス ポ

 TOKYO
ト ー キ ョ ー

 2020 feat
フィーチャリング

. GUNDAM
ガ ン ダ ム

 conference
カ ン フ ァ レ ン ス

』 

 
11 月 12 日(木)～11 月 15 日(日)開催！ 

『GUNPLA EXPO TOKYO 2020 feat. GUNDAM conference』 開催概要 

https://p-bandai.jp/hobby/
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 ■ 『SDガンダムワールド』待望の新シリーズ『SDガンダムワールド ヒーローズ』 放送決定                        

2019年より展開している『SDガンダムワールド』シリーズの最新作となる『SDガンダムワールド ヒーローズ』が 2021

年 4 月よりガンダムチャンネル、TOKYO MX、BS11 での配信・放送が決定しました。また、海外では GUNDAM.INFO

などで配信を予定しています。三国創傑伝から劉備ユニコーンガンダムに加え、悟空インパルスガンダム、信長ガン

ダムエピオン、サージェントヴェルデバスターガンダムなど新たなガンダムも活躍します。ガンプラでも多岐にわたり

『SD ガンダムワールド ヒーローズ』に登場のガンダムを商品化していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、現在放送中の『SD ガンダム三国伝 BraveBattleWarriors』に続き、中国本土など海外 14 以上の地域で先行

配信された「SD ガンダムワールド 三国創傑伝」の日本国内での放送・配信がスタートします。2021 年 2 月 25 日

（木）よりガンダム YouTube公式チャンネル“ガンダムチャンネル”にて配信開始。また、2021年 2月 26日（金）より

BS11、3 月 2 日（火）より TOKYO MX でそれぞれ放送を開始します。 

悟空ガンダム（仮） 

価格：660 円(税 10%込) 

2021 年 4 月発売予定 

信長ガンダム（仮） 

価格：770 円(税 10%込) 

2021 年 4 月発売予定 

サージェントガンダム（仮） 

価格：660 円(税 10%込) 

2021 年 4 月発売予定 

ベンジャミンガンダム（仮） 

価格未定 

2021 年春発売予定 

SD ガンダムワールド ヒーローズ 

新商品 A 

価格：770 円(税 10%込) 

2021 年春発売予定 

SD ガンダムワールド ヒーローズ 

新商品 B 

価格：770 円(税 10%込) 

2021 年春発売予定 
 

『SD ガンダムワールド ヒーローズ』 
 

英雄達によって均衡が保たれている世界。 
その中の一つ、ネオワールドに突如、 

赤熱の隕石が飛来する。 
落下地点から現れたのは“悟空インパルスガンダム”と名乗る記憶喪失の少年。 

この件に端を発する混乱は、次第に他のワールドにも伝播していく。 
時を同じくして、星詠みにより災いの到来を察知していた諸葛亮フリーダムガンダム。 

世界の危機を救うため、盟友、劉備ユニコーンガンダムともに行動を開始。 
悟空を加えて旅に出ることとなる。 

悟空インパルスガンダムは各ワールドの英雄達と出会い、 
何を思うのか。この少年がもたらすものは災いか、平和か．．． 

英雄達による新たな物語が今、始まる！！ 
 

■スタッフ 
監督：池添 隆博 

シリーズ構成：待田 堂子 
SD デザイン：宮内 利尚 
CG 監督：佐々木 涼 
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 ■ 2021年 5月公開 『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』 HG Ξ（クスィー）ガンダムも商品化   

新型コロナウイルスの影響により、公開延期をしていた『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』の劇場公開が2021

年 5 月 7 日に決定しました。 

ガンプラでは、主人公・ハサウェイの乗機である「Ξガンダム」を『HG 1/144 Ξガンダ

ム（クスィ―ガンダム）』として発売するほか、ファンネルエフェクトが付属する『HG 

1/144 Ξガンダム VS ペーネロペー ファンネルエフェクトセット』を 4 月に発売予定

です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■ ガンプラ 40周年特別企画『ガンダムビルドダイバーズ バトローグ』 本イベントにて初公開           

  

 

 

 

 

 

 

ガンプラ 40 周年特別企画として、事前にファンの皆様に歴代ガンプラ HG シリーズの中から、バトルを観たい機体

にご投票頂いた「ガンプラ大投票」！その投票により選ばれた機体がバトルを繰り広げる全 1 本のスペシャルショー

トフィルム「ガンダムビルドダイバーズ バトローグ」を、11月 13日(金) 10：30より本イベントのスペシャルステージに

て公開します。 

 

また、同日 20：00 よりガンダム公式 YouTube チャンネル「ガンダムチャンネル」にてプレミア公開します。 

（ガンダム公式 YouTube チャンネル「ガンダムチャンネル」URL：https://www.youtube.com/GUNDAM） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HG 1/144 Ξガンダム 

価格：6,600 円(税 10%込) 

2021 年 4 月発売予定 

HG 1/144 Ξガンダム VSペーネロペー  

ファンネルエフェクトセット 

価格：17,380 円(税 10%込) 

2021 年 4 月発売予定 

『ガンダムビルドダイバーズ バトローグ』 STORY 

 

ＧＢＮ周年イベントの目玉、それが「ガンプラバトル・ワンデイバトルロイヤル」！ 

出場者は今シーズンで熱いプレイを行ったダイバー達が選ばれ、彼らの使用機体は全

ダイバーが参加したガンプラ大投票で上位となったガンプラを中心にランダムで選出！ 

そして今、各ブロックを勝ち上がった猛者達による最終ラウンドが始まろうとしている！  

さあ、誰も見たことの無い、予測不可能でスペシャルなガンプラドリームバトル……  

ＳＴＡＲＴ！！！ 

https://www.youtube.com/GUNDAM
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 ■ ガンプラ 40周年商品を公開                                        

ガンプラ 40 周年のプロジェクトとなる『GUNPLA LINK PROJECT』の一環として、ガンプラ 40 周年

の集大成として発表したさまざまな商品の展示を行います。 

 

 

『PERFECT GRADE UNLEASHED 1/60スケール RX-78-2 ガンダム』 

ガンプラ 40 周年の集大成として、ガンプラの現時点の到達点として 10 月に発表した未来に繋がる究極のガンプラ

『PERFECT GRADE UNLEASHED 1/60 RX-78-2 ガンダム』 の実際の商品を本イベントで初展示します。 

 

 

 

 

 

 

 

『REAL EXPERIENCE MODEL RX-0 ユニコーンガンダム(AUTO-TRANS edition)』 

40年にわたるガンプラの技術の追求の歴史は、ギミックとの戦いの歴史でもありました。可変 M S
モビルスーツ

「ゼータガンダム」

の変形機構の再現に始まり、「ユニコーンガンダム」の変身まで、アニメーションにて一瞬で描かれるギミックを、どう

立体として、どう本物の MS として、再現するのかを試行錯誤し、妥協なく追い続けることで、ガンプラの技術革新も

行われました。そして、ガンプラが本物の MS に一歩近づく、自動変形ギミックを実現する商品として今年の 2 月に

発表した『REAL EXPERIENCE MODEL RX-0 ユニコーンガンダム(AUTO-TRANS edition)』を本イベントで初展示し

ます。 

 

◆ガンプラ 40 周年の“ギミック”の集大成として、“体験”というガンプラにおける新たな領域への挑戦。 

“自動変身再現”と“劇中サウンド”の連動で、劇中世界を疑似体験。“駆動機構”、“発光演出”、“劇中サウンド”。こ

れらの組み合わせにより劇中シーンを現実世界で体感できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 完全自動変身と発光表現を実現 

ユニコーンモードとデストロイモードの変身を完全自動で再現。NT-D 発動時の赤色の発光、劇中終盤に見られた

緑色の発光への色調変化を表現します。 

② キャラクターボイス・劇中楽曲・劇中 SEを収録 

『機動戦士ガンダム UC 』 の登場人物のボイスと劇中楽曲、劇中ＳＥを収録。劇中サウンドと完全自動変身の連動

により、印象的な劇中シーンの疑似体験ができます。 

③ 各 episode の名シーンを収録 

『機動戦士ガンダム UC 』 episode1 の NT-D 発動シーンなど、印象的な劇中シーンモードを複数収録。自由にシ

ーンモードの切り替えが可能です。 

PERFECT GRADE UNLEASHED 

1/60スケール RX-78-2 ガンダム 

価格：27,500 円(税 10%込) 

2020 年 12 月発売予定 

REAL EXPERIENCE MODEL RX-0 

ユニコーンガンダム 

(AUTO-TRANS edition) 

価格：未定 

2021 年夏発売予定 

（プレミアムバンダイにて申込受付予定） 
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◆EXHIBITION 

ガンプラ 40 周年記念アイテムとなる「PERFECT GRADE UNLEASHED」の

初展示をはじめ、MGEX やガンダリウム合金など、未来のガンプラを感じら

れる展示から、ガンプラ新商品の発表を多数行います。 

2021年 5月に公開を予定している映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウ

ェイ』やガンダム公式 YouTube チャンネル“ガンダムチャンネル”にて好評

配信中の『ガンダムビルドダイバーズ Re:RISE』」などから新商品ラインアッ

プを展示。他にも、HG、RG、RE/100、MG、PG、BB 戦士など、計 600 点を

超える展示や、未発表の新商品も多数発表します。 

 

◆全高 2m巨大ガンプラ組み立て体験会 

将来、こんなガンプラもあるかもしれない？全高約 2mの巨大ガンプラをみんな

で組み立てる体験会です。 

※参加方法などは公式 HPをご確認ください。 

 

◆ステージ「GUNDAM conference」 

期間中は、ガンプラに関するさまざまなステージを開催します。また、ガンプラだけでなく「GUNDAM conference」と題

して、ガンダムに関連するステージも実施します。ステージ内容は、ガンダム公式 YouTube チャンネルの“ガンダム

チャンネル”にて、オンライン配信も予定しています。 

※会期中の入場チケットをお持ちであれば、会場にて当日行うステージの整理券を受け取ることが可能です。 

※整理券配布方法や詳細は公式 HPをご確認ください 

（https://bandai-hobby.net/gunplaexpo-tokyo2020/spstage.html?page=day1）。 

 

◆ガンプラサポーターズ 2020 WINTER 

毎回好評を博している著名人によるオリジナルカラーリング企画の「GUNPLA 

EXPO TOKYO 2020 feat. GUNDAM conference」版を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本リリースの内容は2020年11月12日現在のものであり、予告なく変更する場合があります。 

※画像はイメージや開発中の設計データを使用した CGを含みます。実際の内容・商品とは異なる場合があります。 

『GUNPLA EXPO TOKYO 2020 feat. GUNDAM conference』 

公式HP：https://bandai-hobby.net/gunplaexpo-tokyo2020/ 

バンダイホビーサイト：https://bandai-hobby.net/ 

株式会社BANDAI SPIRITS HP：https://www.bandaispirits.co.jp/ 

『GUNPLA EXPO TOKYO 2020 feat. GUNDAM conference』 イベント概要（一部） 

※画像はイメージです。実際の内容とは異なります。 

※写真は、ガンプラ EXPO ワールドツアー 

ジャパン 2015 開催時のものです 

GUNPLA SUPPORTERS 2020 WINTER メンバー 一覧 (五十音順/敬称略) 

奥山清行＆小柳拓也(KEN OKUYAMA DESIGN ) / 片桐仁 / Kenta Koike(Crossfaith) / 

幸を。～HAPPY TO YOU～ / 白石聖 / HIROKAZ(04 Limited Sazabys) / 中村勘九郎 / 

本郷奏多 / 本広克行 / リンリン(BiSH) 

 

https://bandai-hobby.net/gunplaexpo-tokyo2020/spstage.html?page=day1
https://bandai-hobby.net/gunplaexpo-tokyo2020/
https://www.bandaispirits.co.jp/

