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ナラティブ

ガンダムシリーズ劇場最新作『機動戦士ガンダム Ｎ Ｔ 』や
今年 30 周年の『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』のガンプラなど

「ＢＡＮＤＡＩ ＳＰＩＲＩＴＳのプラモデル新商品」を多数発表
ツインメッセ静岡にて 5 月 10 日（木）～13 日（日）に開催される

『第 57 回 静岡ホビーショー』で一挙展示
新感覚 Hobby「ねこぶそう」の展開や限定商品も販売！
株式会社 BANDAI SPIRITS（代表取締役社長：川口勝、本社：東京都台東
区）は、「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 BANDAI SPIRITS プラモデルシリーズを発表し、5 月 10 日（木）～13
日（日）にツインメッセ静岡（静岡県静岡市）で開催される『第57 回 静岡ホビー
ショー』に出展、一挙展示します。
「ガンプラ」の主な発表・展示ラインアップは、2018 年 11 月劇場公開予定の
『機動戦士ガンダムＮＴ』より、「HG 1/144 ナラティブガンダム（仮）」（価格未定、
2018 年秋発売予定）や「HGUC 1/144 ユニコーンガンダム 3 号機フェネクス
（デストロイモード）（ナラティブ Ver.）」（3,024 円・税 8%込、6 月発売予定）です。
『機動戦士ガンダムＮＴ』
キービジュアル

『機動戦士ガンダムＮＴ』
ロゴ

HG 1/144 ナラティブガンダム（仮）
価格未定、2018年秋発売予定
©創通・サンライズ

HGUC 1/144 ユニコーンガンダム3号機フェネクス
（デストロイモード）（ナラティブVer.）
3,024円・税8%込、6月発売予定
©創通・サンライズ

「UC NexT 0100」プロジェクトに合わせ、宇宙世紀を彩る機体の新商品を会場で発表！
また、今年劇場公開 30 周年を迎えた『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』（1988 年公開）より、「RG 1/144
サザビー」（4,860 円・税 8%込、8 月発売予定）の展示や、宇宙世紀を題材にしたガンダム作品の振り返りと、そ
ユーシー

ネクスト

ワンハンドレッド

のシリーズの拡大を目指すプロジェクト「 U C NexT 0 1 0 0 」プロジェクトに合わせて、宇宙世紀を彩るさまざ
まな機体をガンプラで商品化していきます。なお、会場ではさまざまな機体の中から新たな商品化発表も予定
しています。

RG 1/144 サザビー
4,860円・税8%込、8月発売予定

MG 1/100 ジェガン
4,320円・税8%込、7月発売予定

©創通・サンライズ

©創通・サンライズ

ねこ原型師×ねこ好きモデラーのコラボレーションで、新感覚「ねこ」Hobby が誕生！
BANDAI SPIRITS は、新 IP「ねこぶそう」を展開します。本商品は、約 5cm の「ねこ」フィギュアに「ジャケット」
を着せ「ぶそう」パーツを装備させて楽しむ新感覚 Hobby です。「ぶそう」は単独でのミニメカ状態や他の「ぶそ
う」とのカスタマイズも楽しめます。

ねこ
（フィギュア）

ぶそう
（プラモデル）

ねこぶそう
（新感覚Hobby）

「ねこぶそう」とは？
地球上のヒエラルキー最上位である「ねこ」
たちのために開発されたメカの総称。彼ら
の生活をより快適にすべく人類が作り出し
た愛の結晶「ねこぶそう」だが、人類の熱い
想いとは裏腹に、いまやねこたちの遊び道
具・・・。それでもかわいいので結果オーライ
な人類なのでした。

初公開

ねこぶそう 並盛り （A～D の全 4 種）
各 540 円・税 8%込、8 月発売予定
©BANDAI SPIRITS

『第 57 回 静岡ホビーショー』 ＢＡＮＤＡＩ ＳＰＩＲＩＴＳブースの主な展示アイテム
BANDAI SPIRITS ブースでは「ガンプラ」、「ねこぶそう」以外にも、「スター・ウォーズ」、「ポチっと発明 ピカ
ちんキット」など、数多くのキャラクタープラモデルを展示します。
また、「Figure-rise」シリーズから、新たな多色成形技術で話題の「Figure-riseLABO」の他、「ドラゴンボール」
などさまざまな IP の新商品・初公開アイテムも展示予定です。
初公開

【スター・ウォーズ】
1/72 B ウイング・スターファイター
4,860 円・税 8%込、8 月発売予定

【スター・ウォーズ】
1/144 ミレニアム・ファルコン(ランド・カルリジアン Ver)
6,480 円・税 8%込、6 月発売予定

©&™ Lucasfilm Ltd.

©&™ Lucasfilm Ltd.

初公開

【ポチっと発明 ピカちんキット】
ピカちんキット 10 紙飛行機ランチャー
1,296 円・税 8%込、6 月発売予定

【ドラゴンボール】
Figure-riseLABO
Figure-rise Standard 超サイヤ人ベジット
ホシノ・フミナ
3,024 円・税 8%込、8 月発売予定
5,940 円・税 8%込、6 月発売予定
©バードスタジオ／集英社・東映アニメーション
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©創通・サンライズ

会場新発売のガンプライベント限定商品などを販売
BANDAI SPIRITS ブースでは、本会場より初めて販売を開始する限定仕様のガンプラなど、イベント限定商
品の販売も行います。※イベント限定商品は、今後開催される他のイベント会場でも販売する場合があります。
新発売

新発売

HG 1/144 「機動戦士ガンダム 00」
2nd Season MS セット[クリアカラー]
7,668 円・税 8%込、会場新発売

MG 1/100 ジム・スナイパーⅡ
[クリアカラー]
4,104 円・税 8%込、会場新発売

©創通・サンライズ

©創通・サンライズ

『第 57 回 静岡ホビーショー』開催概要
日時
会場
主催
入場料
公式 HP

業者招待日 2018 年 5 月 10 日（木） 9：30～16：30
2018 年 5 月 11 日（金） 9：30～16：30
一般公開日 2018 年 5 月 12 日（土） 9：00～17：00
2018 年 5 月 13 日（日） 9：00～16：00
ツインメッセ静岡 （静岡県静岡市駿河区曲金 3 丁目 1-10）
静岡模型教材協同組合
無料
http://www.hobby-shizuoka.com/info/index.html

「ガンプラビルダーズワールドカップ 2018」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 8 回大会「ガンプラビルダーズワールドカップ 2018」を、世界 16 の国と地域で開催
します。5 月 14 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、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から代表を選出することで、世界から
集まる強豪に挑みます。

「ガンプラビルダーズワールドカップ 2018」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
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、
開催国・地域
オーストラリア、イタリア、フランス、ベトナム、アメリカ、カナダ（世界 16 の国と地域）
2018 年 5 月～12 月
開催期間
日本大会は 5 月 14 日（月）よりスタート
世界大会決勝戦は 12 月にお台場の「THE GUNDAM BASE TOKYO」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 BANDAI SPIRITS 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/
株式会社BANDAI SPIRITS HP：http://www.bandaispirits.co.jp/
※プレスリリースの内容は 2018 年 4 月 23 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。

