
 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

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、ガンプラ（「ガンダムシリーズ」のプラモデル）の

大型イベント『ガンプラ EXPO ワールドツアージャパン 2016 WINTER』を、2016 年 11 月 19 日（土）～23 日（水・祝）に、   

秋葉原UDXで開催します。 

今回のイベントテーマは「君だけのガンプラを見つけろ！」です。10月より第2期

が放送中のテレビアニメ最新作『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』（毎週日

曜午後 5 時～MBS/TBS 系列全国 28 局 ネット）のガンプラを中心に、『機動戦士  

ガンダム THE ORIGIN』や『ガンダムビルドファイターズ』などのシリーズ展示、
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戦士、フィギュアライズバストといったガンプラ各カ

テゴリーから数多くのラインアップを展示することで、お気に入りの“君だけのガン

プラ”を見つけていただくことをコンセプトにしています。 

また、11月23日（水・祝）には、ゲストに『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』

でメカデザインを務める鷲尾直広さん、クーデリア・藍那・バーンスタイン役の寺崎

裕香さんを迎え、今年で 6回目となるガンプラ製作の世界一を決める「ガンプラビル

ダーズワールドカップ 2016」の日本大会決勝戦を開催します。 

 

 

 

開催日時 

11 月 19 日（土）   17:00～21:00 

11 月 20 日（日）   10:00～20:00 

11 月 21 日（月）   10:00～20:00 

11 月 22 日（火）   10:00～20:00 

11 月 23 日（水・祝） 10:00～17:00 ※最終入場は各日終了時間の 15 分前まで 

■「ガンプラビルダーズワールドカップ 2016」日本大会決勝戦表彰式  

11 月 23 日（水・祝）16:00～ 会場：秋葉原 UDX 4F UDX THEATER 

会場 秋葉原 UDX 2F AKIBA_SQUARE、4F UDX THEATER （東京都千代田区外神田 4-14-1） 

入場料 無料 

主催 株式会社バンダイ ホビー事業部 

一般のお客様の

お問い合わせ先 

『ガンプラ EXPOワールドツアージャパン 2016』運営事務局 

TEL：03-6264-2166（受付時間 10:00～17:00 土、日、祝日を除く)※期間中は開催時間中 

公式 HP http://gunplaexpo-japan.com/ 

 

 

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

2016年 11月 9日 

 
今年もガンプラ最大の祭典を秋葉原で開催！ 

『ガンプラ EXPOワールドツアージャパン 2016 WINTER』 
2016年 11月 19日（土）～23日（水・祝）秋葉原で開催 

「ガンプラビルダーズワールドカップ 2016」 日本大会決勝戦表彰式 23日（水・祝） 16:00～ 

ゲストは、テレビアニメ『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』より、 
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 『ガンプラ EXPO ワールドツアージャパン 2016 WINTER』 展示内容                           

今年の『ガンプラ EXPO ワールドツアージャパン 2016 WINTER』は、10 月から

第 2 期の放送がスタートしたテレビアニメ『機動戦士ガンダム 鉄血のオル  

フェンズ』のガンプラを中心に展開するガンプラ最大の祭典です。「1/100 ス 

ケール フルメカニクス ガンダムバルバトスルプス」（3,240 円・税 8%込、11 月

19日（土）発売）の発売を記念して、1/1スケールのガンプラ「ガンダムバルバト

スルプス」が LEDモニターに出現します。さらに、1/1スケールで再現した「ガン

ダム・バルバトスルプス」の「ソードメイス」など、『機動戦士ガンダム 鉄血のオ

ルフェンズ』の世界を体感できる内容です。 

 

■EXHIBITION 

会場ではさまざまなガンプラ展示を行います。『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』から第 2 期のプラモデ

ルラインアップ展示に加え多数の新商品を発表します。さらに、11月に第4章が上映される『機動戦士ガンダム 

THE ORIGIN Ⅳ 運命の前夜』（11月 19日（土）から全国 15館にてイベント上映）や『ガンダムビルドファイター

ズ』シリーズの新商品も展示します。その他、HG、RG、MG、BB戦士、フィギュアライズバストといったガンプラ各

カテゴリーの展示や多数の新商品を発表します。また、初登場の会場限定ガンプラをはじめ、ガンプラのイベン

ト会場のみで販売している商品など多彩なラインアップです。 

＜主なガンプラ限定アイテム＞ ※限定アイテムの詳細はこちら：http://gunplaexpo-japan.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ガンプラサポーターズ 2016 

「ガンプラサポーターズ」とは、「ガンプラ EXPO」開催において毎年好評を博している著名人によるガンプラの 

オリジナルカラーリング企画です。今回も多数の著名人によるオリジナルカラーリングのガンプラ作品を展示し

ます。参加著名人など「ガンプラサポーターズ 2016」の詳細：http://gunplaexpo-japan.com/ 

 

■『ガンプラ EXPOワールドツアージャパン 2016 WINTER』限定入場特典 

『ガンプラEXPOワールドツアージャパン2016 WINTER』入場者に入場特典

として、「1/100 スケール フルメカニクス ガンダムバルバトスルプス」に使

用できる武器「1/100 スケール フルメカニクス ガンダムバルバトスルプス

用ソードメイス ガンメタ Ver.」をプレゼントします。 

 

「1/1 スケール ガンダムバルバトスルプス」 

体験イメージ画像 

HG 1/144 

ガンダムバルバトスルプス 

200mm砲装備クリアカラーVer. 

1,400 円（税 8%込） 

©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS ©創通・サンライズ・テレビ東京 

 

MG 1/100 

V2 ガンダム Ver.Ka 

メカニカルクリア/ 

ゴールドメッキ Ver. 

5,400 円（税 8%込） 

HG 1/144 

ガンダムアスタロト 

アックス&チョッパー装備 

クリアカラーVer. 

1,400 円（税 8%込） 

HGBF 1/144 

すーぱーふみな 

エゥーゴメイド Ver. 

1,940 円（税 8%込） 

入場特典「1/100 スケール フルメカニクス  

ガンダムバルバトスルプス用ソードメイス ガンメタ Ver.」 

※入場特典は数に限りがあります。画像はイメージです。 

RG 1/144 

ガンダムエクシア 

トランザムクリア Ver. 

2,700 円（税 8%込） 

※19 日（土）の「限定アイテム」の販売は事前抽選当選者のみへの販売となります。 
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 「ガンプラビルダーズワールドカップ 2016」日本大会決勝戦表彰式 開催概要                    

バンダイ公式のガンプラ作品コンテスト「ガンプラビルダーズワールドカップ 2016」日本大会の表彰式を 11 月 

23日（水・祝）に開催します。12月 18日（日）にガンダムフロント東京（お台場）で開催する「ガンプラビルダーズ

ワールドカップ 2016」世界大会の日本代表となるチャンピオンがこの日に決定します。 

 

■日  時 ：2016年 11月 23日（水・祝） 16:00～ 

■会  場 ：秋葉原 UDX 4F UDX THEATER （東京都千代田区外神田 4-14-1 秋葉原 UDX 4F） 

■出席者 ：鷲尾直広さん（メカデザイナー）、寺崎裕香さん（クーデリア・藍那・バーンスタイン役） 

株式会社バンダイ ホビー事業部 川口克己 など 

■内  容 ：最終候補 30作品（オープンコース 25作品、ジュニアコース 5作品）のご紹介 

:ジュニアコース 1位、2位、3位の発表、トロフィー・副賞授与 

:オープンコース 1位、2位、3位の発表、トロフィー・副賞授与 

:審査員による総評 

■一般の観覧について 

今回の「ガンプラビルダーズワールドカップ 2016」日本大会決勝戦表彰式は一般の方も観覧いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ゲストプロフィール                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ガンプラ EXPOワールドツアージャパン 2016 WINTER」公式 HP：http://gunplaexpo-japan.com/ 

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 11月 9 日現在のものであり、予告なく変更する場合があります。 

 

鷲尾直広 

1972年生まれ、新潟県出身。多数のアニメーション作品などのメカデザイナーとして活躍中。 

『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』では主役機の「ガンダム・バルバトス」などのメカデ 

ザインを務める。 

寺崎裕香 

熊本県出身。多数のアニメーション・ゲームや舞台・TVなどで活躍する声優・女優。 

最近では、「君の名は。」「ルドルフとイッパイアッテナ」「あんさんぶるガールズ」「グランブルー 

ファンタジー」などで声優を務める。また、NHK「ワラッチャオ!」では、お姉さんとして出演中。 

『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』では「クーデリア・藍那・バーンスタイン」役を務める。 

＜一般観覧に対する注意事項＞ 
※一般観覧席の入場整理券を 23 日（水・祝）8:00 から、お１人様に１枚ずつ配布致します。 
配布場所は配布当日、秋葉原 UDX2Fにてご案内いたします。 

※一般の入場受付開始は 15:40 を予定しています。 
※入場整理券は、用意している予定数量に達した時点で終了となります。お並び頂いても参加できない可能性が
ございます。 

※ご観覧席は一部の指定席を除いて全て自由席です。入場整理券番号は席番号ではありません。 
※入場は入場整理券番号順にご案内致します。なお、集合時間までにお越しいただけない場合は入場整理券番
号順でのご入場が出来ない場合がございます。また、開演後はご入場いただけない場合もございます。 

※開演途中で退場された場合は、再入場できない場合がございます。 
※表彰式中の撮影・録音・SNS などへの書き込みは全てお断りします。 
※整理券を紛失された場合の再発行はできません。 
※実施内容は、予告なく変更または中止になる場合がございます。 
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