2021 年 6 月 24 日

“少年の心を持った大人たちへ” 「超合金魂」シリーズの 100 体目
テレビ放送 45 周年の「大空魔竜ガイキング」より「超合金魂」究極の集大成として登場！

『超合金魂 GX-100 ガイキング＆大空魔竜』
2021 年 6 月 25 日（金）予約開始／2021 年 12 月発売予定
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、テレビアニメーション｢大空
魔竜ガイキング｣の劇中に登場するロボット「ガイキング」と恐竜型移動要塞「大空魔竜」を主題歌楽曲付きで再現した『超合
金魂 GX-100 ガイキング＆大空魔竜』（82,500 円・税 10%込）を、2021 年 6 月 25 日（金）より予約受付を
開始、2021 年 12 月より日本およびアジア各国、欧米などワールドワイドで順次発売予定です。
本商品は、GX-100 プロジェクトと題し、1997 年より販売を開始した合金玩具を代表する「超合金魂」シリーズの究極の集
大成となる 100 体目として発売します。「超合金魂」シリーズ最大級サイズの全長約 750 ㎜の「大空魔竜」に、「ガイキング」
が格納・連動する合体変形が可能で、３機の「恐竜型メカ」もダイキャストを使用したマイクロポピニカとして再現され付属します。
ささきいさおさんの歌う番組主題歌２曲を内蔵したギミックと共に、当時夢中になった懐かしの変型合体や格納基地遊びを、
「超合金魂」シリーズで積み重ねた技術で再現した、迫力ある合金ギミックトイです。
テレビアニメーション「大空魔竜ガイキング」は、1976 年から 1977 年にフジテレビ系で放送されたロボットアニメで、2021 年
は放送 45 周年にあたります。巨大な恐竜型移動要塞「大空魔竜」を母艦として、スーパーロボット「ガイキング」が３機の恐竜
型メカの支援を受けながら敵と戦うという独特な構成と個性的なメカデザインによって国内外で根強い人気を持つ作品です。
本商品のターゲットは、40～50 代の男性で、国内の主な販売ルートは、全国のホビーショップ、玩具店、家電店・量販店の
ホビー・玩具売場、インターネット通販などです。

🄫東映アニメーション

『超合金魂 GX-100 ガイキング＆大空魔竜』

82,500 円・税 10%込

2021 年 12 月発売予定、2021 年 6 月 25 日（金）予約受付開始

■シリーズ最大級サイズ 圧倒的迫力の「大空魔竜」と「ガイキング」の合体変形
『超合金魂 GX-100 ガイキング＆大空魔竜』は、迫力ある全長約750㎜の「大空魔竜」と、そこに連動し、格納される「ガ
イキング」の合体ギミック、マイクロポピニカとして再現された３機の「恐竜型メカ」とのプレイバリュー連携で、アニメと同様の変形
合体を再現できます。

大空魔竜には、ささきいさおさんが歌う主題歌「大空魔竜ガイキング」「星空のガイキング」が内蔵されています。

🄫東映アニメーション

『超合金魂 GX-100 ガイキング＆大空魔竜』商品概要
商品名

超合金魂 GX-100 ガイキング＆大空魔竜

メーカー希望小売価格

82,500 円・税 10%込

発売日

2021 年 12 月予定

対象年齢

15 歳以上

主な材質

ダイキャスト、ABS、POM、PVC

サイズ

ガイキング：全高約 175 ㎜
大空魔竜：全長約 750 ㎜

電池

LR44 × 3 個 （ テ ス ト 用 電 池
付）

ガイキング、大空魔竜、マイクロポピニカ飛竜スカイラー、マイクロポピニカ魚竜ネッサー、マイクロ
セット内容

ポピニカ剣竜バゾラー、ガイキング＆大空魔竜オプションパーツ各種、解説／取扱説明書ブッ
クレット、初回特典 特製アートボード

収録楽曲（2 曲）

オープニング曲「大空魔竜ガイキング」、エンディング曲「星空のガイキング」

コピーライト

🄫東映アニメーション

ブランド創設24年で100体目を発売する「超合金魂」シリーズより、98体目、99体目となる新商品をご紹介します。

『超合金魂 GX-98 ゲッターD2』 『超合金魂 GX-99ゲッターアーク』
1991年の「ゲッターロボ號」から30年ぶり、2004年の「新ゲッターロボ」から17年ぶりとなる、ゲッターロボシリーズの新作テレビ
アニメーション「ゲッターロボアーク」の2021年7月からの放送開始に合わせ、「超合金魂」シリーズ98体目として『超合金魂
GX-98 ゲッターD2』を、99体目として『超合金魂 GX-99 ゲッターアーク』を発売します。

■『超合金魂 GX-98 ゲッターD2』
『超合金魂 GX-98 ゲッターD2』 （15,400円・税10%込）を、2021年7月9日（金）より予約受付

©永井豪・石川賢/ダイナミック企画・真早乙女研究所

『超合金魂 GX-98 ゲッターD2』 商品概要
商品名

超合金魂 GX-98 ゲッターD2

販売価格

15,400 円・税 10%込（送料・手数料別）

発送日

2021 年 12 月予定

対象年齢

15 歳以上

販売ルート

魂ウェブ商店

コピーライト

©永井豪・石川賢/ダイナミック企画・真早乙女研究所

■『超合金魂 GX-99 ゲッターアーク』
『超合金魂 GX-99 ゲッターアーク』 （18,700円・税10%込）を、2021年7月2日（金）より予約受付

©永井豪・石川賢/ダイナミック企画・真早乙女研究所

『超合金魂 GX-99 ゲッターアーク』 商品概要
商品名

超合金魂 GX-99 ゲッターアーク

メーカー希望小売価格

18,700 円・税 10%込

発売日

対象年齢

15 歳以上

販売ルート

コピーライト

©永井豪・石川賢/ダイナミック企画・真早乙女研究所

2021 年 11 月予定
ホビーショップ、量販店、
インターネット通販など

■超合金魂 GX-100 への到達を記念して YouTube でライブ配信！
2021 年 6 月 24 日（木）19 時より、「祝 GX-100！超合金魂ファン感謝祭」として生配信番組を配信します。
URL: https://youtu.be/oSQaHWqfiGc
スペシャルゲストとして「大空魔竜ガイキング」の主題歌を歌唱しているささきいさおさんをお迎えしてトークショーをお送りします。
また、動画クリエイターのヲタファさんも出演します。配信番組は 2022 年 1 月 31 日（月）までアーカイブ配信を予定していま
す。

© UUUM

ささきいさおさん

ヲタファさん

■フラッグシップショップ TAMASHII NATIONS TOKYO で超合金魂 100 体が並ぶ企画展開催！
『超合金魂 GX-100 ガイキング＆大空魔竜』の発売を記念して、東京都秋葉原にあるフラッグシップショップの TAMASHII
NATIONS TOKYO にて、超合金魂 GX-01～100 までが一堂に会する「祝 GX-100！超合金魂 100 体突破記念特集
展示」を 6 月 25 日（金）より開催します。
場所 ：TAMASHII NATIONS TOKYO
所在地：東京都千代田区外神田 4 丁目 4-2 HULIC &New AKIHABARA B1F～2F
期間 ：2021 年 6 月 25 日（金）～7 月 25 日（日）
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、入店には事前予約申込による入店制限を実施する日もございます。
詳しくは、TAMASHII NATIONS TOKYO のホームページをご確認下さい。https://tamashii.jp/tokyo/

※企画展イメージ

■「超合金魂」とは
1974年の発売以降子どもたちを魅了した玩具「超合金」を源流とし、TAMASHII NATIONSの原点といえるブランドが
「超合金魂」です。1997年に「超合金魂 GX-01 マジンガーZ」が誕生して以来、合金玩具を代表するシリーズとして24年
もの間、日本を始め世界各国で支持され続け、今年2021年に発売する『超合金魂 GX-100 ガイキング＆大空魔竜』が
100体目となります。ダイキャストを多用したボディと数々のギミック、キャラクター毎の異なるアプローチとたゆまぬチャレンジで進
化を続けています。
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【超合金魂とは】
1997 年に「超合金魂 GX-01 マジンガーZ」として誕生。かつて子どもたちを魅了した玩具「超合金」を源流とし、
TAMASHII NATIONS の原点といえるブランドが「超合金魂」です。
ダイキャストを多用したボディと数々のギミック、キャラクター毎の異なるアプローチとたゆまぬチャレンジで進化を続けています。
【超合金Ⓡとは】
ロボットやヒーローを、ダイキャストを含む複合素材で再現した BANDAI SPIRITS の商品ブランドです。
第 1 弾として 1974 年に商品化した「マジンガーZ」が、アニメの中で、“超合金 Z でつくられた”という
設定となっているところから名付けました。
2019 年に 45 周年を迎え、これまでに約 500 種類以上の商品を発売しています。
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 2021 年で 14 年目を
迎えます。「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/＞

超合金魂ホームページ：https://tamashii.jp/special/soul-of-chogokin/
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 2021 年 6 月 24 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。

