
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、ガンダムシリーズテレビアニメーション最

新作「ガンダムビルドファイターズトライ アイランド・ウォーズ」（2016年 8月 21日（日）午後 4時～テレビ東京系

列）の放送に合わせ『HGBF 1/144 スケール スクランブルガンダム』（2,376 円・税 8%込/2,200 円・税抜、2016

年 9 月 10 日（土）発売予定）を発売します。また、「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」（2016 年 10 月 2

日より毎週日曜午後 5時～MBS/TBS系列全国 28局ネット）の第 2期放送開始に合わせ『HG 1/144スケール 

ガンダムバルバトスルプス』（1,080円・税 8%込/1,000円・税抜、2016年 10月 1日（土）発売予定）など、それぞ

れの放送開始に合わせ、「ガンプラ」（「ガンダムシリーズ」のプラモデル）関連商品を続々と発売します。 

「ガンダムビルドファイターズトライ アイランド・ウォーズ」は、2014 年 10 月～2015 年 4 月まで放送され好評

を博した「ガンダムビルドファイターズトライ」のテレビアニメーション最新作です。本作品は特別番組「ガンダム

ビルドファイターズトライ夏休み特別編～君もビルドファイターだ！！～」として、豪華出演者がガンプラカスタマ

イズにチャレンジするスペシャル企画と合わせて放送します。 

「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」第 2期は、2015年 10月～2016年 3月まで放送された「機動戦士

ガンダム 鉄血のオルフェンズ」（第 1 期）より続く物語です。それぞれの目標を見つけ精一杯生きることを決め

た少年たち。その一方で不安定になり戦いの渦が広がっていく世界。生きるために戦う少年たちと「ガンダム」

の姿を、第 1 期と同様のリアリティのある人間ドラマと、激化する戦闘描写によって描いていきます。また新しい 

キャラクター、モビルスーツ（以下、MS）も多数登場します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それぞれの放送開始以降、株式会社バンダイ、株式会社バンダイナムコエンターテインメント（代表取締役社長：大

下聡、本社：東京都港区）、バンダイビジュアル株式会社（代表取締役社長：川城和実、本社：東京都渋谷区）など

バンダイナムコグループ各社で、ガンプラ、カード、フィギュア、玩具菓子、カプセルトイ、アパレルや家庭用ゲー

ムソフト、携帯端末向けゲームアプリなどの各種ゲーム、映像パッケージなど各種商品・サービスの展開を  

スタートし、グループを挙げて盛り上げていきます。 

 
ガンダムシリーズテレビアニメーション最新作 

2016年 8月放送「ガンダムビルドファイターズトライ アイランド・ウォーズ」 

2016年 10月放送「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」第 2期 

 放送開始に合わせ、『ガンプラ HGシリーズ』など関連商品を続々発売 

2016年 7月 12日 

ガンダムビルドファイターズトライ アイランド・ウォーズ 

『HGBF 1/144 スケール スクランブルガンダム』 

2,376円・税 8%込/2,200 円・税抜 

2016年 9月 10日（土）発売予定 

（左：番組ビジュアル、右：商品） 
©創通・サンライズ・テレビ東京 

 

機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 

『HG 1/144 スケール ガンダムバルバトスルプス』 

1,080円・税 8%込/1,000 円・税抜 

2016年 10月 1日（土）発売予定 

（左：番組ビジュアル、右：商品） 
©創通・サンライズ・MBS 



 

 ■ガンダムビルドファイターズトライ アイランド・ウォーズ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作品タイトル：機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 

放送情報  ：2016年 10月 2日より毎週日曜午後 5時～ MBS/TBS系列全国 28局ネットにて放送開始 

企画：サンライズ 

原作：矢立 肇・富野 由悠季 

監督：長井 龍雪 

シリーズ構成：岡田 麿里 

キャラクターデザイン原案：伊藤 悠 

キャラクターデザイン：千葉 道徳 

メカデザイン：鷲尾 直広・海老川 兼武・ 

：:形部 一平・寺岡 賢司・ 

：:篠原 保 

美術：草薙 

音楽：横山 克 

制作協力：創通・ADK 

製作：サンライズ・MBS 

作品タイトル：ガンダムビルドファイターズトライ アイランド・ウォーズ 

放送情報  ：2016年 8月 21日 日曜午後 4時～ テレビ東京系列にて放送 

企画：サンライズ 

原作：矢立 肇・富野 由悠季 

監督：綿田 慎也 

シリーズ構成：黒田 洋介 

キャラクターデザイン：大貫 健一 

キャラクターデザイン協力：ヤスダ スズヒト 

メカニックデザイン：大河原 邦男・石垣 純哉・ 

:今石 進・海老川 兼武・ 

:寺岡 賢司・寺島 慎也・ 

:ＮＡＯＫＩ 

音楽：林 ゆうき・橘 麻美 

企画協力：バンダイ ホビー事業部 

制作協力：ADK 

製作：テレビ東京・サンライズ・創通 

【ストーリー】 

ヤジマ商事の新型バトルシステムのテストパイロットとして、南の島のニールセンラボに招

待されたチーム、トライファイターズ。しかし、新型システムの不具合により宿泊施設で待

機する事に……。 

まるでリゾートの様な宿泊施設に盛り上がるセカイたちの前に現れたのは、同じくテストパ

イロットとして招待されたシア、ミナト、ギャン子の三人。南の島で再会したライバルたち、

そんな彼らを謎の怪事件が待ち受けるのだった…。 

トライファイターズ最大のピンチ！！ 

【作品概要】 

2015年 10月～2016年 3月まで放送された「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」の

第 2期です。 

それぞれの目標を見つけ精一杯生きることを決めた少年たち。その一方で不安定になり

戦いの渦が広がっていく世界。生きるために戦う少年たちと「ガンダム」の姿を、第 1期と 

同様のリアリティのある人間ドラマと、激化する戦闘描写によって描いていきます。また新

しいキャラクター、モビルスーツも多数登場します。 

三日月・オーガス 

©創通・サンライズ・MBS 

オルガ・イツカ ガンダム・バルバトスルプス 

カミキ・セカイ コウサカ・ユウマ 

スクランブルガンダム 

©創通・サンライズ・テレビ東京 

ホシノ・フミナ 
チーム トライファイターズ 

 ガンダムシリーズテレビアニメーション最新作紹介  



 

 

 

 ■ガンダムビルドファイターズトライ アイランド・ウォーズ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な商品のラインアップ 

 ガンプラ  

『HGBF 1/144スケール スクランブルガンダム』 

2,376円（税 8%込）、2016年 9月 10日（土）発売予定 

『HGBF 1/144スケール Z Z
ダブルゼッ

Ⅱ
ツー

』 

2,808円（税 8%込）、2016年 8月 6日（土）発売予定 

『HG 1/144スケール ガンダムバルバトスルプス』 

1,080円（税 8%込）、2016年 10月 1日（土）発売予定 

新作映像に登場する未知の可能性を秘めた「ガンプラ」です。 

「スクランブルガンダム」は、アニメ、ガンプラ、ガンダムゲーム 30周年をつなぐ  

キーとなる MSでもあり、さまざまなクロスメディア展開をしていきます。 

劇中で主人公たちがカスタムして作った「ガンプラ」を商品化した「 H G
ハイグレード

 BUILD
ビ ル ド

 FIGHTERS
フ ァ イ タ ー ズ

（HGBF）シリー

ズ」を続々と発売します。他の「ガンプラ」と組み合わせることで、自分だけのオリジナルカスタムも楽しめる

「HG BUILD CUSTOM」シリーズも展開します。 

「サカイ・ミナト」がカスタムした新作映像に登場する「ガンプラ」です。 

「ゼータガンダム」の発展機「Z
ゼッ

Ⅱ
ツー

」をベースにしたガンダムで、ウェイブライダー 

（飛行）形態への変形も可能です。 

狼（ルプス）の名を冠した新しい主人公機となる「ガンダム・バルバトス」です。 

成形品による色の再現度、内部のフレーム構造、外装の可動によるシーン再現など、

これまでの「HG鉄血のオルフェンズシリーズ」に比べ設定の再現度を向上させました。 

 

『HG 1/144スケール MSオプションセット 5＆鉄華団モビルワーカー』 

648円（税 8%込）、2016年 10月発売予定 

「ガンダム・バルバトスルプス」が劇中で使用する武器やその他 MSが使用

する武器のセットです。モビルワーカーの他にジョイントパーツも付属し、プ

ラモデルオリジナルのカスタムが可能です。 

©創通・サンライズ・テレビ東京 ©創通・サンライズ・MBS 

「HG鉄血のオルフェンズシリーズ」は、さらに MSをクオリティ高く再現し、ガンダムタイプから量産型 MSま

で幅広いラインアップで続々と発売します。武器以外のオプションセットも充実させ、「ガンプラ」のカスタムの

幅を広げました。また、「1/100シリーズ」もさらにクオリティの高い商品仕様に進化させた新カテゴリーとして

企画中です。 

 

『HGBC 1/144スケール ライトニング BWS Mk-Ⅲ』 

848円（税 8%込）、2016年 9月 10日（土）発売予定 

本商品と発売中の「HGBF 1/144スケール ライトニング

ガンダム」を組み合わせることで、新作映像で「コウサカ・

ユウマ」が操る新生「ライトニングガンダムストライダー」

を再現できます。また、他の「ガンプラ」にも組み合わせる

ことが可能なので、オリジナルカスタムを楽しむことがで

きます。 
       組み合わせ例 

※「HGBF ライトニングガンダム」は別売りです。 



× 

 

 

 

 

 

 ■ガンダムビルドファイターズトライ アイランド・ウォーズ  

 

 

 

 

「ガンダムビルドファイターズトライ アイランド・ウォーズ」には、ガンダムゲームの始まりとなった「機動戦士 Z  

ガンダム ホットスクランブル」の主役機体である「ゼータガンダム」をベースとした「スクランブルガンダム」が 

登場します。今回はガンダムゲーム 30 周年を記念して、その「スクランブルガンダム」と、公式外伝マンガに登

場する「ホットスクランブルガンダム」が、バンダイナムコエンターテインメントの家庭用ゲームソフト、業務用  

ゲーム機、スマートフォン向けゲームアプリ、バンダイナムコオンラインの PC向けゲームなど、さまざまなプラッ

トフォームのタイトルに登場予定です。 

 

「ガンダムビルドファイターズトライ アイランド・ウォーズ」に登場「スクランブルガンダム」参戦予定タイトル 

【アプリ】LINE: ガンダム ウォーズ 【アプリ】スーパーガンダムロワイヤル 

【アプリ】ガンダムコンクエスト 【アプリ】ガンダムエリアウォーズ 

【アプリ】SDガンダム ジージェネレーション フロンティア 【SNS】ガンダムカードコレクション 

【SNS】ガンダムロワイヤル 【SNS】ガンダムマスターズ 

【家庭用】ガンダムブレイカー３  

公式外伝マンガに登場「ホットスクランブルガンダム」参戦予定タイトル 

【アプリ】LINE: ガンダム ウォーズ 【アプリ】スーパーガンダムロワイヤル 

【アプリ】ガンダムコンクエスト 【アプリ】ガンダムエリアウォーズ 

【アプリ】SDガンダム ジージェネレーション フロンティア 【SNS】ガンダムカードコレクション 

【SNS】ガンダムロワイヤル 【SNS】ガンダムマスターズ 

【家庭用】SDガンダム ジージェネレーション ジェネシス 【家庭用】ガンダムバトルオペレーション NEXT 

【PC】ガンダムジオラマフロント  

 

 ■機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ  

 

 

 

 

「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」のテレビアニメ－ション放送期間中に、主人公機である「ガンダム・

バルバトスルプス」が、スマートフォン向けゲームアプリを中心に登場します。 

 

「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」に登場「ガンダム・バルバトスルプス」参戦予定タイトル 

【アプリ】LINE: ガンダム ウォーズ 【アプリ】スーパーガンダムロワイヤル 

【アプリ】ガンダムコンクエスト 【アプリ】ガンダムエリアウォーズ 

【アプリ】SDガンダム ジージェネレーション フロンティア 【SNS】ガンダムカードコレクション 

【SNS】ガンダムロワイヤル 【SNS】ガンダムマスターズ 

【家庭用】ガンダムブレイカー３ 【PC】ガンダムジオラマフロント 

【PC】ガンダムトライヴ  

× 

 家庭用ゲームソフト、携帯端末向けゲームアプリなどの各種ゲーム  

©創通・サンライズ・テレビ東京 ©創通・サンライズ・MBS 

「機動戦士ガンダム」シリーズのゲームは、1986 年 8 月発売のファミリーコンピュータ「機動戦士 Z ガンダム   

ホットスクランブル」から始まり、その後も家庭用ゲームソフト、業務用ゲーム、携帯、スマートフォン向けなど

のネットワークコンテンツまで 400 タイトル以上を展開し、今年 30 周年を迎えました。その節目となる今年度

は、今回発表の 2作品との強力なコラボレーションを展開します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ガンプラ EXPO ワールドツアージャパン 2016 SUMMER』開催概要                                     

日時 2016年 8月 11日（木・祝）～8月 14日（日） 9：30～19：30 ※最終日は 17:00まで 

会場 池袋・サンシャインシティ 文化会館 3F 展示ホール C （東京都豊島区東池袋 3-1-4） 

主催 株式会社バンダイ ホビー事業部 

入場料 無料 

お問い合わせ ガンプラ EXPOワールドツアージャパン 2016運営事務局 03-6264-2166 

公式 HP www.gunplaexpo-japan.com 

『ガンプラ EXPOワールドツアージャパン 2016 SUMMER』 

 デジタルキッズカードゲーム  

 トレーディングカードゲーム  

『ガンダムトライエイジ 鉄華繚乱 1弾』 1プレイ 100円（税 8%込）、2016年秋稼働予定 

※100円につき必ずカードが 1枚出ます 

『ガンダムトライエイジ 鉄華繚乱 1弾』では、新

しい主人公機となる「ガンダム・バルバトスルプ

ス」や、「三日月・オーガス」たちパイロットが参

戦、1弾以降も番組の展開に合わせて、最新

のキャラクターをラインアップしていく予定で

す。さらに、20種以上の第 1期の機体に加え

て、第 2期の機体もカスタマイズして遊べる新

システムも搭載予定です。 

全国のアミューズメント施設、および玩具店、量販店にて稼働中の『ガンダムトライエイジ』は、2011 年の稼働

より累計出荷枚数 1億 5000万枚を突破し、2016年 7月に 5周年を迎えたデジタルキッズカードゲームです。

番組の放送開始に合わせ、今秋から新弾となる「鉄華繚乱 1弾」を稼働します。 

『ガンダムクロスウォー 天空の覇者』 

ブースターパック（カード 6枚入り）、324円（税 8％）、2016年秋発売予定 

自販機ブースター（カード 4枚入り）、200円（税 8％）、2016年秋発売予定 

リアル（対面）でもスマートフォンでも同一の遊びが楽しめる新時代のトレーディングカードゲーム『ガンダム

クロスウォー』に「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」第 2期が参戦します。 

『ガンダムクロスウォー ブースターパック 天空の覇者』には、

「ガンダム・バルバトスルプス」などの最新機体を収録、さらに

初回購入特典として「ガンダム・バルバトスルプス」のプロモー

ションカードが付属します。 

ゲーム筐体 鉄華繚乱 1弾カード 鉄華繚乱 1弾ロゴ 

プロモーションカード 

 イベント、キャンペーン情報  

キービジュアル 

©創通・サンライズ・テレビ東京 ©創通・サンライズ・MBS 

商品ロゴ 

「ガンダムビルドファイターズトライ夏休み特別編」の放送を記念して、「ガンダムビルドファ

イターズ」をフィーチャーしたガンプラ最大の祭典『ガンプラ EXPO』を池袋・サンシャインシ 

ティで 2016年 8月 11日（木・祝）～8月 14日（日）まで開催します。 

会場では、劇中のプラフスキー粒子をイメージした空間や、新商品展示など「ガンダムビル

ドファイターズ」の世界を体感できます。また、「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」第

2期の商品も展示します。さらに、「機動戦士ガンダム THE ORIGIN」や、「機動戦士ガンダ

ムユニコーン RE:0096」、MG、HGシリーズなどの各カテゴリーの商品展示や、新商品も多 

数発表します。他にも、著名人がカラーリングをプロデュースするガンプラサポーターズや、

ガンプラビルダーズワールドカップ歴代日本代表作品も展示します。 

 

http://www.gunplaexpo-japan.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

「ガンダムビルドファイターズトライ アイランド・ウォーズ」公式サイト：http://gundam-bf.net/ 
 

「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」公式サイト：http://g-tekketsu.com/ 
 

株式会社サンライズHP：http://www.sunrise-inc.co.jp/ 
 

株式会社バンダイHP：http://www.bandai.co.jp/ 
 

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

※本プレスリリースの内容は 2016年 7月 12日時点のものであり、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開発段階のものであり、実際の商品とは異なる場合があります。 

©創通・サンライズ 

『ガンプラ HG カスタマイズキャンペーン 2016 SUMMER』 

第 1弾：2016年 7月 30日（土）～/第 2弾：2016年 8月 11日（木・祝）～ 

2016年 7月 30日（土）より「ガンダムビルドファイターズ」の「ガンプラ」のカスタ

マイズを手軽に体験できるキャンペーンを実施します。「ガンプラ」に装備・合

体することで、思いのままに武装をカスタマイズできるウェポンパーツがもらえ

ます。対象の「ガンプラ HG シリーズ」を 1 個お買い上げにつき、ここでしか手 

に入らない限定ウェポンパーツ 8種の内 1種がもらえます。 

※「HGUC RX-78-2 ガンダム」は別売りです。 

※写真はウェポンパーツを複数組み合わせています。 

ウェポンパーツ使用例 

※景品はなくなり次第終了です。 

※景品の種類は選べません。 

※一部実施していない店舗もございます。 

※一部対象ではない「HGシリーズ」もございます。 

※詳細は「バンダイホビーサイト」内「HGカスタマイズキャンペーン特設ページ」 

 （http://bandai-hobby.net/site/customize_campaign2016.html）にて、 

7月 24日（日）より公開します。 

http://gundam-bf.net/
http://g-tekketsu.com/
http://www.sunrise-inc.co.jp/
http://www.bandai.co.jp/
http://bandainamcoent.co.jp/
http://bandai-hobby.net/site/customize_campaign2016.html

