
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社バンダイ（代表取締役社長：川口勝、本社：東京都台東区）は、5 月 12 日（木）～15 日（日）にツイン

メッセ静岡（静岡県静岡市）で開催される『第 55 回静岡ホビーショー』に出展し、「ガンプラ」（「機動戦士ガンダ

ム」シリーズのプラモデル）をはじめとする数多くのキャラクタープラモデルを発表します。 

「ガンプラ」の主な発表ラインアップは、2016 年 8 月に放送予定の「ガンダムビルドファイターズトライ」スペ  

シャル新作映像より『HGBF 1/144 Z Z
ダブルゼッ

Ⅱ
ツー

』（2,808 円・税 8%込/2,600 円・税抜、8 月発売予定）、「機動戦士  

ガンダム UC RE:0096」（テレビ朝日系にて毎週日曜あさ 7：00 より放送中）より『RG 1/144 シナンジュ』（4,104

円・税 8%込/3,800 円・税抜、8 月発売予定）、1999 年から展開している「HGUC」シリーズの 200 番目のナンバ 

リング商品となる『HGUC 1/144 百式』（1,944 円・税 8%込/1,800 円・税抜、8 月発売予定）を展示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『第 55回静岡ホビーショー』開催概要                                     

日時 

業者招待日 2016 年 5 月 12 日（木） 9：30～16：30 

        2016 年 5 月 13 日（金） 9：30～16：30 

一般公開日 2016 年 5 月 14 日（土） 9：00～17：00 

        2016 年 5 月 15 日（日） 9：00～16：00 

会場 ツインメッセ静岡 （静岡県静岡市駿河区曲金 3-1-10） 

主催 静岡模型教材協同組合 

入場料 無料 

公式 HP http://www.hobby-shizuoka.com/info/index.html 

 

ツインメッセ静岡にて 5月 12日（木）～15日（日）に開催 

他にも「ドラゴンボール」「マクロスΔ
デルタ

」など 50点を超える商品を初展示！ 

『第 55回静岡ホビーショー』 
「機動戦士ガンダム」シリーズのプラモデル新商品を発表！ 

2016 年 5 月 12 日 
 

『HGBF 1/144 ZZⅡ』 
2,808円（税8%込）  

8月発売予定 
©創通・サンライズ・テレビ東京 

『RG 1/144 シナンジュ』 
4,104円（税8%込）  

8月発売予定 
©創通・サンライズ 

『HGUC 1/144 百式』 
1,944円（税8%込）  

8月発売予定 
©創通・サンライズ 

初公開 初公開 初公開 

http://www.hobby-shizuoka.com/info/index.html


「ガンプラ」のラインアップは他にも、「機動戦士ガンダム THE ORIGIN Ⅲ 暁の蜂起」（2016 年 5 月 21 日より

全国 15 館にてイベント上映）、「機動戦士ガンダム サンダーボルト」（第 1 話～4 話有料配信中、2016 年 6 月

25 日より全国 15 館にてイベント上映）、「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」（今秋 2 期放送予定）など、

続々と展開していく「機動戦士ガンダム」シリーズアニメ作品の商品を展示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 『第 55回静岡ホビーショー』バンダイブースの主な展示アイテム                       

バンダイブースでは「ガンプラ」以外にも、「ドラゴンボール」「マクロスΔ」など数多くのキャラクタープラモデル

を展示します。 

 

新プラモデルシリーズ『Figure
フ ィ ギ ュ ア

-rise
ラ イ ズ

 Standard
ス タ ン ダ ー ド

』
」

に「ドラゴンボール」が登場 

『Figure-rise Standard』は、キャラクターの体を自分の手で作り上げる新プラモデルシリーズで、世界中で高

い知名度と人気を誇る「ドラゴンボール」のキャラクターより、「超サイヤ人孫悟空」と「フリーザ（最終形態）」を

発売します。『Figure-rise Standard』は、キャラクターたちの鍛え抜かれた肉体を筋肉のラインに沿ってパーツ

分割し、その筋肉パーツを組み合わせることで自分の手でキャラクターを作りあげる「マッスルビルドシステム」

を新たに採用したのが特長です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『Figure-rise Standard 

超サイヤ人孫悟空』 

2,700 円（税 8%込） 

7 月 30 日（土）発売 
©バードスタジオ/集英社・東映アニメーション 

『Figure-rise Standard 

フリーザ（最終形態）』 

2,376 円（税 8%込） 

7 月 30 日（土）発売 
©バードスタジオ/集英社・東映アニメーション 

 
 

『MG 1/100 
フルアーマー・ガンダムVer.Ka 

（GUNDAM THUNDER BOLT版）』 
7,560円（税8%込） 

7月発売予定 
©創通・サンライズ 

『HG 1/144 局地型 ガンダム』 
2,160円（税8%込） 

7月発売予定 
©創通・サンライズ 

『HG 1/144 ガンダムアスタロト』 
1,080円（税8%込） 
5月13日（金）発売 

©創通・サンライズ・MBS 

初公開 初公開 



 

 

 

 

 

 

 

 

「ドラゴンボール」のプラモデルシリーズは、他にもパズル感覚で楽しめる 3D プラモデル『ドラゴンボール  

ポップアップヒーローズ』（8 月発売予定）や、作中に登場するメカのプラモデル『ドラゴンボール メカニクス

（仮）』（発売時期未定）を発表し、日本を含むアジア、北米、欧州など世界 14 カ国以上で発売することでグロー

バル市場の拡大を図ります。 

 

「マクロスΔ」（TOKYO MX、BS11 他にて放送中） 

「マクロスΔ」から、3 形態に変形する「1/72 シリーズ」のプラモデル展開を発表します。また、『フィギュアライ

ズバスト』シリーズから『フレイア・ヴィオン』などを展示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他、レーシングホビー「ゲキドライヴ」からは、最新の GD マシンを展示します。また、今夏開催予定の公

式大会で使用する『∞（無限）レースウェイ』を初公開、一般公開日の 2 日間はイベントも開催します。「スター・

ウォーズ」は『ビークルモデル』シリーズ、「妖怪ウォッチ」は 7 月発売予定の新作ゲームソフト「妖怪ウォッチ 3」

に登場する『トムニャン』を展示します。 

「ゲキドライヴ」                  「スター・ウォーズ」              「妖怪ウォッチ」 

              

 

 

 

 

 

 

 

『1/72 VF-31J ジークフリード（ハヤテ・インメルマン機）』 
5,616円（税8%込）  

6月25日（土）発売予定 
©2015 ビックウエスト 

『フィギュアライズバスト  
フレイア・ヴィオン』 
1,620円（税8%込）  

8月発売予定 
©2015 ビックウエスト 

『GD-006 ブランカティグロ』 
1,296円（税8%込）  

発売中 
©BANDAI 

『ビークルモデル 001 スター・デストロイヤー』 
648円（税8%込）  

発売中 
©&™ Lucasfilm Ltd. 

『トムニャン』 
864円（税8%込）  
７月発売予定  

 

初公開 

初公開 初公開 

「マッスルビルドシステム」のパーツ分割イメージ 
©バードスタジオ/集英社・東映アニメーション 



 「ガンプラビルダーズワールドカップ 2016」日本大会開催について                      

「ガンプラ」を通じた「ものづくり」の魅力訴求と、市場の拡大、アジア圏をはじめ、海外にも広がる「ガンプラ」

ファンの交流を目的に、2011 年からスタートした「ガンプラ」作りの世界一を決める世界大会「ガンプラビルダー

ズワールドカップ（GBWC）」の第 6 回大会「ガンプラビルダーズワールドカップ 2016」を開催します。5 月 16 日

（月）よりスタートする日本大会は「バンダイホビーサイト」からの WEB エントリーに加え、7 月 1 日（金）より全国

各地の提携店舗「バンダイホビープロショップ」での応募も随時開始し、日本全国のガンプラユーザーが代表を

選出することで、世界から集まる強豪に挑みます。『第55 回静岡ホビーショー』でも昨年の日本大会優勝作品を

展示し、「ガンプラビルダーズワールドカップ 2016」開催をアピールします。 

 

「ガンプラビルダーズワールドカップ 2016」開催概要 

大会概要 ガンプラの工作技術・塗装技術・アイデアなどを競う国際大会 

開催国・地域 
日本、中国、韓国、台湾、香港、タイ、シンガポール、マレーシア、フィリピン、 

インドネシア、オーストラリア、北米、イタリア（13 の国と地域の世界約 20 都市、順不同） 

開催期間 
2016 年 3 月～12 月 

日本大会は 5 月 16 日（月）よりスタート、世界大会決勝戦は 12 月に日本にて開催予定 

応募コース オープンコース 15 歳以上、ジュニアコース 14 歳以下  

主催 株式会社バンダイ ホビー事業部 

※応募期間、予選審査などのスケジュールは、それぞれの国・地域によって異なります。 

※日本大会の詳細スケジュールは、「GBWC 公式サイト（www.bandai-hobby.net/GBWC/）」をご確認ください。 

※応募コースの年齢は、応募時点での年齢です。 

 

 

 

 

バンダイホビーサイト：http://www.bandai-hobby.net/ 

 

バンダイホームページ：http://www.bandai.co.jp 

 

 

※プレスリリースの内容は 2016 年 5 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。 

※プレスリリースに掲載の画像は試作品、CG、イメージを含みます。 

※プレスリリースに掲載の商品画像は、実際の商品とは異なる場合があります。 

http://www.bandai-hobby.net/GBWC/
http://www.bandai-hobby.net/
http://www.bandai.co.jp/

