
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社BANDAI SPIRITS（本社：東京都港区、代表取締役社長：宇田川南欧）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 ONLINE 2021』を、11 月 19 日（金）～21 日（日）の期間にオンラインイベントとして

開催します。 

「TAMASHII NATION」は、2008 年以降開催している、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。今年は、株式会社バンダイナムコエンターテインメント（本社：東

京都港区、代表取締役社長：宮河恭夫）の制作にて、同社の MIRAIKEN studio よりお届け

します。MIRAIKEN studio は、xR 技術やリアルタイムモーションキャプチャの完備など、国内有数の最新機材を有

した次世代のエンターテインメントを創造・発信する拠点の自社スタジオとして、2021 年に完成しました。 

『TAMASHII NATION ONLINE 2021』は、バンダイナムコグループが“デジタルとフィジカルの融合”を推進する

企画の一つとして、両社がタッグを組み、それぞれの強みを融合させたイベントとなります。これまでの

「TAMASHII NATION」で培ってきた、作品の魅力をさらに没入感のある展示表現に進化させた新商品のお披露

目にご期待ください。 

 

■テーマは“「ダイスキ」が見つかる、魂のネットワーク” 
今年は“「ダイスキ」が見つかる、魂のネットワーク”をテーマ

に、フィギュアを中心にファンの皆さま同士の繋がりを実感できる

新たな感動体験をオンライン上でご提供します。 

本イベントでは、『機動戦士ガンダム』シリーズや『マクロス』シ

リーズ、『仮面ライダー』シリーズ、そして 2022 年に新シリーズが

スタートするテレビアニメ『TIGER＆BUNNY2』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

ギュアを約 550 点集結し、そのうち新商品約 180 点を初披露しま

す。マルチチャンネルでの配信番組、展示を楽しみながら動画視

聴できるピクチャーインピクチャー機能、紹介された商品をスムーズに購入できるライブコマース機能、360 度の

フィギュア鑑賞やコメント投稿などオンラインならではの仕掛けをお楽しみいただけます。 

また、MIRAIKEN studio より配信する番組では、オープニングアクトとして FLOW さんによるｘR 技術を使用した

パフォーマンスライブ、会期中の「SPECIAL LIVE」には玉置成実さんや遠藤正明さんが出演するほか、展示作品

と親和性の高いアーティストが集結します。 

なお、本イベントは、欧米・アジア地域のお客さまのために、英語、簡体字中文、繁体字中文の言語への翻訳

や販売サイトの購入機能をご用意し、海外のお客さまにも日本から発信したコンテンツを楽しんでいただきたいと

考えています。 

 TAMASHII NATIONSの新商品約 180点を初披露 

作品と共に豪華ゲストによる xRパフォーマンスライブの配信などを 

国内有数の最新機材を有した MIRAIKEN studioからお届け 
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2021 年 11 月 11 日 

2021年 11月 19日（金）～21日（日）にオンラインで開催 

株式会社 BANDAI SPIRITS 
株式会社バンダイナムコエンターテインメント 

～バンダイナムコグループが手掛ける“デジタルとフィジカル”が融合した新しいオンラインイベント～ 

イベントキービジュアル 

＜魂ネイションズロゴ＞ 



 

■『TAMASHII NATION ONLINE 2021』 開催概要 

開催期間 ： 2021 年 11 月 19 日（金） 12：00～21 日（日） 22：00 （日本時間） 

会場     ： 『TAMASHII NATION ONLINE 2021』イベントサイト  

U R L      :： https://tamashii.jp/special/tamashii_nation/ 

言語       ： 日本語、英語、簡体字中文、繁体字中文 

主催       ： 株式会社 BANDAI SPIRITS 

制作       ： 株式会社バンダイナムコエンターテインメント 

 

■会場は仮想都市「TAMASHII NATION VIRTUAL WORLD」 

本イベントは、オンライン会場となる仮想都市「TAMASHII NATION VIRTUAL WORLD」に来場し、ネットワークを

通してお楽しみいただけます。WORLD 内には、展示エリアのある「ロボットシティ」、「ライブアクションシティ」、「ア

ニメ＆ゲームシティ」、ショップなどが立ち並ぶ「セントラルシティ」があります。各シティの中には作品やブランドご

との「ステーション」があり、それぞれご覧いただけます。 

「TAMASHII NATION VIRTUAL WORLD」のビジュアルコンセプトは、スタジオジブリ作品の美術監督や「バケモノ

の子」などで共同美術監督を務めた髙松洋平氏（でぼぎゃらりー）が手掛けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■配信番組 

配信番組は、オープニングセレモニーのほか、各番組内で関連商品の発表を予定しています。 
 

TAMASHII NATION ONLINE 2021 オープニングセレモニー＆SPECIAL LIVE 

11 月 18 日（木） 21：00～22:00 

TAMASHII NATION ONLINE 2021 の開催を記念してオープニングセレモニーを開催日前日に生配信します。新

商品の情報、イベントの概要や楽しみ方、見どころのほか、開催を記念したパフォーマンスライブをイベントサイト

よりお送りします。 

▼出演 

FLOW（オープニングアクト） 

市川紗椰（モデル） 

マックスウェル・パワーズ（MC） 

アニメ＆ゲームシティ ライブアクションシティ ロボットシティ 

※シティのデザインはイメージです 
セントラルシティ 

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


 

『GUNDAM FIGURES LIVE @TAMASHII NATION ONLINE 2021』 

11 月 19 日（金） 19：00～ 

10 月に発表した「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE ウイングガンダム

（EW 版） Early Color ver.」の続報のほか、『機動戦士ガンダム』シリーズの新商品を、

MIRAIKEN studio ならではのｘR 技術を活用した空間演出で紹介します。 

▼出演 

市川紗椰、山口勝平（声優）、長谷川裕一（『機動戦士クロスボーン・ガンダム』作者）、出

渕裕（メカニカルデザイナー）※VTR 出演、綾見優希(MC)  

 

 

『ULTRA GALAXY FIGHT 運命の衝突×TAMASHII NATION ONLINE 2021 スペシャル配信』 

11 月 20 日（土） 10：00～ 

『ウルトラギャラクシーファイト』シリーズの 3 作品目となる『ウルトラギャラク

シーファイト 運命の衝突』（2022 年公開予定）との連動番組として、作品出演

者と一緒に「S.H.Figuarts ウルトラシリーズ」の新商品と、作品の新情報の発

表を予定しています。  

▼出演 

平野宏周（『ウルトラマンゼット』 ナツカワ・ハルキ役）、寺坂頼我（『ウルトラマントリガー』 マナカ・ケンゴ役）、 

坂本浩一（『ウルトラマントリガー』メイン監督、『ウルトラマンゼット』監督）、土屋神葉（ウルトラマンリブット役）、 

潘めぐみ（ウルトラマンジャスティス役)、綾見優希(MC) 

 

 

『マクロス進宙式典 2021』 11 月 20 日（土） 11：00～ 

ｘR 技術を活用した歌唱ライブ、新商品を紹介するレビューコーナーや新情報

の発表などをゲストと共にお送りします。 

▼出演 

速水 奨（『超時空要塞マクロス』マクシミリアン・ジーナス役）、中島 愛（『マク

ロス F』ランカ・リー役）、美雲ΔJUNNA ｆｒｏｍ 『マクロスΔ』戦術音楽ユニット

“ワルキューレ”、フレイヤΔ鈴木みのり ｆｒｏｍ 『マクロスΔ』戦術音楽ユニット“ワルキューレ”、マイケル・リーバ

ス（MC） 

 

 

『仮面ライダー BLACK SUN キャラクターデザイン発表特別配信番組』   

11 月 21 日（日） 10：00～ 

『仮面ライダー BLACK SUN』の特別番組を、樋口真嗣氏や田口清隆氏、白倉

伸 一 郎 氏 の 出 演 で 配 信 し ま す 。 同 作 品 の キ ャ ラ ク タ ー デ ザ イ ン や

S.H.Figuarts、変身ベルトなどの発表を予定しています。 

▼出演 

樋口真嗣（コンセプトビジュアル）、田口清隆（特撮監督）、白倉伸一郎（プロ

デューサー）、オジンオズボーン 篠宮暁（MC） 

G.F.F.M.C.ウイングガンダム（EＷ版） 

Ｅａｒｌｙ Ｃｏｌｏｒ ｖｅｒ. 



 

『TAMASHII NATIONS presents SUPER TOKUSATSU TIME』 11 月 21 日（日） 11:00～ 

『機界戦隊ゼンカイジャー』と『仮面ライダーオーズ/OOO』の 2 本立てとなる番組「SUPER TOKUSATSU TIME」を

配信します。 

 

【『機界戦隊ゼンカイジャー』パート】 

現在放送中の『機界戦隊ゼンカイジャー』より、メインキャストの駒木根葵汰さん

と浅沼晋太郎さんをゲストに迎え、スーパー戦隊の S.H.Figuarts としては 7 年ぶ

りの商品化となる「S.H.Figuarts ゼンカイザー」を紹介します。 

▼出演 

駒木根葵汰（ゼンカイザー/五色田介人役）、浅沼晋太郎（ゼンカイジュラン/ 

ジュラン役）、ジュラン、ガオーン、マジーヌ、ブルーン ※ジュラン以下 VTR 出演 

 

【『仮面ライダーオーズ/OOO』パート】 

東京国際映画祭で新作 V シネクストが解禁された『仮面ライダーオーズ/OOO』

の番組です。新作に関するトークや仮面ライダーオーズの「S.H.Figuarts（真骨彫

製法）」最新商品も発表します。 

▼出演 

渡部秀（火野映司役）、高田里穂（泉比奈役）、オジンオズボーン 篠宮暁（MC） 

 

 

『ボディちゃん -矢吹健太朗- 活用！人気イラストレーター 絵描きレクチャーLIVE』 

11 月 21 日（日） 13：30～ 

「S.H.Figuarts」の圧倒的な可動域を誇る、モデル用フィギュア「ボディくん／ボ

ディちゃん」シリーズより、「描きたい」をサポートする配信番組です。「ボディ

ちゃん×匠の技」として、漫画家の矢吹健太朗先生が「S.H.Figuarts ボディ

ちゃん -矢吹健太朗-」を使用して描き方を解説するレクチャー動画の公開や

人気イラストレーターによる「S.H.Figuarts ボディちゃん」シリーズを活用した

ライブドローイングを予定しています。 

▼出演 

矢吹健太朗（漫画家）※VTR 出演、徳井青空（MC） ほか 

 

 

TAMASHII NATION ONLINE 2021 SPECIAL LIVE 

11 月 19 日（金）、20 日（土）の各日程プログラムの最後には、本イベン

トの展示作品にゆかりのある豪華ゲストによるスペシャルライブを、イ

ベント期間中のみ限定で配信します。 

▼出演 

11 月 19 日(金) 22：00～(予定) SPECIAL LIVE ACT 1 玉置成実 

11 月 20 日(土) 22：00～(予定) SPECIAL LIVE ACT 2 遠藤正明 

 



 

■『TAMASHII NATION ONLINE 2021』 開催記念商品 

本イベントの開催を記念した 8 アイテムを、「TAMASHII NATION ONLINE 2021」で販売します。 

 

＜開催記念商品＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜販売スケジュール＞ 

■販売期間 ： 2021 年 11 月 19 日（金）～ 予定 

■販売方法 ： 抽選販売・「S.H.Figuarts ウルトラマンゼット アルファエッジ Special Color Ver.」を除く 7 種 

          受注販売・「S.H.Figuarts ウルトラマンゼット アルファエッジ Special Color Ver.」 

■お届け時期 ： 後日公開予定 

■購入上限数 ： 1 商品につきお一人様 1 個まで 

詳しくは本イベントサイト（https://tamashii.jp/special/tamashii_nation/）をご確認ください。 
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S.H.Figuarts 
仮面ライダーゼロワン 

ヘルライジングホッパー 

6,600 円（税 10%込） 

S.H.Figuarts（真骨彫製法） 

仮面ライダーオーズ 
スーパータトバコンボ 
7,700 円（税 10%込） 

聖闘士聖衣神話 EX 

ジェミニサガ 
GOLD24 

24,200 円（税 10%込） 

FiguartsZERO 
竈門炭治郎-水の呼吸- 

Special Color Edition 

6,600 円（税 10%込） 

S.H.Figuarts 
ウルトラマンゼット 

アルファエッジ 

Special Color Ver. 
6,050 円（税 10%込） 

METAL BUILD 
10th Anniversary 

トランザムライザー 
Full Particle ver. 

27,500 円（税 10%込） 

超合金魂 

GX-70SP マジンガーZ 
D.C.2021 

Special Color Ver. 

15,400 円（税 10%込） 

ROBOT 魂 

＜SIDE MS＞FA-78-1 
フルアーマーガンダム 

Ver.A.N.I.M.E. 

～リアルマーキング～ 
7,700 円（税 10%込） 

※画像はイメージを含みます。画像は試作品の為、実際の商品とは異なります。  

※先行で実施していた抽選販売は終了しています。本販売は事後の抽選・受注販売となります。 

※各商品の準備数には限りがございます。 

※価格は送料・手数料別です。 

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


 

 

 

 

 

 

 
TAMASHII NATION ONLINE 2021 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 HP：https://www.bandaispirits.co.jp/ 

株式会社バンダイナムコエンターテインメント HP：https://www.bandainamcoent.co.jp/ 

※本プレスリリースの情報は 2021 年 11 月 11 日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。 

※リリースに使用している画像はイメージを含みます。 

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/＞ 

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

