2018 年 7 月 4 日

ダイバーシティ東京 プラザからガンダムとガンプラの魅力を発信！

『ガンダムビルドダイバーズフェスティバル 2018』
7 月 21 日（土）～9 月 2 日（日）開催
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～期間中「THE GUNDAM BASE TOKYO」オープン 1 周年企画も～
株式会社 BANDAI SPIRITS（代表取締役社長：川口勝、本社：東京都台東区）と三井不動産商業マネジメント
株式会社(代表取締役社長：青柳 雄久、本社：東京都中央区)は、現在放送中の「機動戦士ガンダム」シリーズ
のテレビアニメーション最新作『ガンダムビルドダイバーズ』（テレビ東京系列）を中心に、ガンダムとガンプラの
魅力を発信するイベント『ガンダムビルドダイバーズフェスティバル 2018』（以下、ガンダムダイバーズフェス）を、
ダイバーシティ東京 プラザ館内(所在：東京都江東区青海)にて、2018 年 7 月 21 日（土）～9 月 2 日（日）に開催
します。

『ガンダムビルドダイバーズフェスティバル2018』
キービジュアル

『ガンダムビルドダイバーズフェスティバル 2018』開催概要
タイトル

ガンダムビルドダイバーズフェスティバル 2018 ※略称：ガンダムダイバーズフェス

日時

2018 年 7 月 21 日（土）～9 月 2 日（日） ※施設の営業時間に準ずる

会場

ダイバーシティ東京 プラザ全館、THE GUNDAM BASE TOKYO

主催

株式会社 BANDAI SPIRITS、三井不動産商業マネジメント株式会社

入場料

無料 ※会場内にて一部有料の企画があります

公式 HP

http://bandai-hobby.net/site/dfes

※『ガンダムビルドダイバーズ』とは
2018 年 4 月より放送を開始した「機動戦士ガンダム」シリーズのテレビアニメーション最新作。
毎週火曜夕方 5：55 より、テレビ東京系 6 局ネットにて放送中。
©創通・サンライズ・テレビ東京 ©創通・サンライズ

■各階によって異なる企画や展示を実施
ダイバーシティ東京 プラザの館内では、各階ごとにそれぞれ異なる『ガンダムビルドダイバーズ』の企画や展
示を行います。柱やエントランス、エレベーターなどのデザイン装飾や 1 階・2 階（ガンダム Café）・3 階・4 階の
各通路にはキャラクターパネルなどのフォトスポットの設置を行います。また、4 階通路にはバンダイナムコグ
ループ各社のガンダムシリーズアイテムを展示するなど、館内を歩きながら、ガンダムの世界観を楽しめます。

館内フォトスポット※イメージ

館内ラッピング 柱巻き※イメージ

館内ラッピング エレベーター※イメージ

また、ダイバーシティ東京 プラザ フェスティバル広場の大階段には、
ガンプラ「1/1 スケール ガンダムヘッド」が登場します。

フェスティバル広場モニュメント※イメージ

■「ガンダムダイバーズフェス」スペシャルスタンプラリー
館内の各階にスタンプラリー台を設置します。スタンプを集めたお客様には景品として「ガンダムダブルオース
カイ」特製ピンバッジを差し上げます。また、各スタンプラリー台にてガンプラクイズを出題。クイズに答えてキー
ワードを集めると、オリジナルステッカーをプレゼントします。
※特製ピンバッジは 1 日の景品数に限りがあります。
※特製ピンバッジ配布終了後はポストカードの配布となります。

「ガンダムダブルオースカイ」
特製ピンバッジ

オリジナルステッカー

■初開催！「実物大ユニコーンガンダム立像」の足元でガンプラを組み立てよう！
「実物大ユニコーンガンダム立像」のあるフェスティバル広場にて、期間限定でガンプラの組立教室を開催しま
す。
・開催期間：8 月 11 日（土）～19 日（日）
・参加料：500 円（税 8%込）
・参加者には組み立てたガンプラと「ユニコーンガンダムヘッド（クリア
ラメ Ver.）」と「THE GUNDAM BASE」ステッカーを差し上げます。
※「THE GUNDAM BASE TOKYO」内のガンプラ組立教室と並行して
実施します。
※参加方法、実施時間等、詳細は公式 HP にて順次発表します。

※写真はイメージです
©創通・サンライズ・テレビ東京 ©創通・サンライズ

■飲食との連動企画を実施
フードコートにガンダムデザイン紙コップが登場！
2 階フードコートの紙コップが、期間中「ガンダムダイバーズフェス」オリジナルデ
ザインになります。
※紙コップのデザインは期間限定で 2 種類を配布予定です。
7 月 21 日（土）～8 月 10 日（金）：ガンダムダブルオーダイバー柄（写真左）
8 月 11 日（土）～9 月 2 日（日）：ガンダム AGEⅡマグナム柄（写真右）
※1 日の個数に限りがあります。所定の数がなくなり次第終了となります。

「オリジナルデザイン紙コップ」
※写真はイメージです

『ガンダムビルドダイバーズ』特別メニューが登場！
本イベント期間中、2 階「ガンダム Café」にて、『ガンダムビルドダイバーズ』特別メニューを発売します。キャラク
ターや MS とコラボレーションしたドリンクや料理をお楽しみいただけます。

■本イベントも取材した特別番組を放送
7 月 24 日（火）夕方 5 時 55 分から放送予定の「ガンダムビルドダイバーズ特番（仮）」では本イベントの内容も
一部ご紹介します。
※番組内容、番組名については後日発表します。

「THE GUNDAM BASE TOKYO」オープン 1 周年企画を同時開催！
国内初の「ガンプラ」を主体とした総合施設として 2017 年 8 月 19 日（土）にグランドオープンした「THE GUNDAM
BASE TOKYO」が、本イベント中にオープン 1 周年を迎えることを記念し、さまざまな 1 周年企画を開催します。

■「未来のガンプラ研究 特別企画」
BANDAI SPIRITS ホビー事業部が行っている未来のガンプラ研究の一端を特別企画として公開します。

■DIVE TO GUNDAM BUILD DIVERS in Summer
本イベント開催中、「ガンダムビルドダイバーズ」シリーズのガンプラスペシャル展示
を行います。初展示となる新商品やガンプラマイスターによる作例の展示のほか、
模型誌掲載の作例なども特別に展示します。
※写真はイメージです

■ガンプラ組立教室
本イベント開催中、ガンプラ組立教室を実施します。ガンプラマイスターやスタッフに
よる組立指導や組立後のマーカー塗り放題企画などガンプラの組み立てを楽しめま
す。
※実施内容はフェスティバル広場のガンプラ組立教室と同様です。
※参加方法、実施時間等詳細は公式 HP にて順次発表します。

参加賞イメージ

©創通・サンライズ・テレビ東京 ©創通・サンライズ

■「THE GUNDAM BASE」ガラポンくじ
オープン 1 周年となる 8 月 18 日（土）より、「THE GUNDAM BASE TOKYO」にて税込
4,000 円以上お買い上げいただく毎に、ガンプラやオリジナルグッズが当たるガラポン
に挑戦いただけます。
※景品がなくなり次第終了となります。
※景品内容や詳しい参加方法については公式 HP にて発表します。

■ダイバーズフェスや「THE GUNDAM BASE TOKYO」1 周年を記念したガンプラを発売
イベント限定ガンプラやオープン 1 周年を記念した「THE GUNDAM BASE」限定ガンプラを順次発売します。
※売切れの場合もございます。

イベント限定
HGBD 1/144
ガンダムダブルオーダイバー
[DDクリア]
1,404円・税8%込
7月21日（土）発売予定

イベント限定
HGBD 1/144
ガンダムAGEⅡマグナム
[DDクリア]
1,944円・税8%込
8月4日（土）発売予定

THE GUNDAM BASE限定
ハロプラ
ハロ
[ガンダムベースカラー]
540円・税8%込
7月21日（土）発売予定

©創通・サンライズ・テレビ東京

©創通・サンライズ・テレビ東京

©創通・サンライズ

1周年記念

変身

THE GUNDAM BASE限定
RG 1/144
ユニコーンガンダム
ゴールドコーティング
8,640円・税8%込
8月10日（金）発売予定
©創通・サンライズ

©創通・サンライズ・テレビ東京 ©創通・サンライズ

「実物大ユニコーンガンダム立像」特別企画を同時開催！
本イベント期間中、「実物大ユニコーンガンダム立像」のあるフェスティバル広場では、ガンプラ組立教室のほ
かにも特別企画「ウォークスルー2018」などを開催します。

■実物大ユニコーンガンダム立像 ウォークスルー2018
2012 年 4 月～2017 年 3 月まで同広場に設置されていた「RG1/1 RX-78-2 ガンダム
Ver.GFT」でも好評だった、立像の股下をくぐる「ウォークスルー」イベントを開催します。
実物大ユニコーンガンダム立像では初開催となります。
・実施期間：2018 年 7 月 21 日（土）～9 月 2 日（日） 11 時～19 時（予定）
・参加料金：無料
ウォークスルー※イメージ

■実物大ユニコーンガンダム立像 ＷＡＬＬ-Ｇ
毎夜 19 時から 21 時 30 分まで 30 分間隔で行われている演出プログラムを一部リニューアルします。
｢機動戦士ガンダム UC SPECIAL MOVIE」 “Cage”SawanoHiroyuki[nZk]:Tielle」
（※演目名未定）
澤野弘之氏により「実物大ユニコーンガンダム立像」テーマソングとして書き下ろされた
楽曲”Cage”。「機動戦士ガンダム UC」の世界観に加え、新たに「機動戦士ガンダム NT」
の映像を追加。さらに映像内では「THE GUNDAM BASE TOKYO」にて限定ガンプラも発
売する「ユニコーンガンダム ゴールドコーティング」が登場。
ここでしか見ることができない WALL-G 限定スペシャル
ムービーです。
更新予定日：2018 年 7 月末
WALL-G※イメージ

｢機動戦士ガンダム UC RE:MIX0096」
（※演目名未定）
「機動戦士ガンダム UC」を彩った音楽のリミックスと名場面に加え、ユニコーンガンダムの新兵装姿が新たに描
かれます。
更新予定日：2018 年 9 月末
※｢翔べ！ ガンダム 2017」は変更ありません。

『ガンダムビルドダイバーズフェスティバル 2018』公式 HP：http://bandai-hobby.net/site/dfes
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 7 月 4 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、実際の商品とは異なる場合があります。
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