2018 年 9 月 28 日

ガンプラをはじめとする数多くのキャラクタープラモデルや超合金、フィギュアなど

「ＢＡＮＤＡＩ ＳＰＩＲＩＴＳの新商品」を多数発表
東京ビッグサイトにて 9 月 28 日（金）～30 日（日）に開催される

『第 58 回 全日本模型ホビーショー』で一挙展示
株式会社 BANDAI SPIRITS（代表取締役社長：川口勝、本社：東京都港区）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キャラクタープラモデル、超合金やフィギュアといった幅広
いアイテムを発表し、『第 58 回 全日本模型ホビーショー』（9 月 28 日（金）～30 日（日）開催）に一挙展示しま
す。
主な発表ラインアップは、初公開となる『1/60 PG ダブルオーガンダム セブンソード/G』や劇場最新作『機動戦
ナラティヴ

士ガンダム N T 』のガンプラシリーズ、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』の関連商品を始
め、『宇宙戦艦ヤマト 2202 愛の戦士たち』、『ドラゴンボール超 ブロリー』、『ポチっと発明ピカちんキット』を中
心に、会場発表アイテムを含む多数のアイテムを展示します。さらに BANDAI SPIRITS ブース内に特設ステージを
展開し、特別ゲストを招いてさまざまなトークイベントを開催します。
初展示

1/60 PG ダブルオーガンダム セブンソード/G
24,840円・税8%込、12月発売予定
©創通・サンライズ

『1/60 PG ダブルオーガンダム セブンソード/G』は、外伝作品『機動戦士ガンダム 00V 戦記』に登場した、ダブ
モビルスーツ

ルオーガンダムのもうひとつの進化形 M S をガンプラの最高峰ブランド「PERFECT GRADE」シリーズで再現した
えびかわかねたけ

プラモデルです。メカデザイナーの海老川兼武氏監修のもと、成形色のカラーリングを一新し、一部新規造形パー
ツにより洗練した印象になっています。セブンソードの特徴である、大型のライフル「GN ソード II ブラスター」や新規
開発の導光素材（特許出願済）により面発光ギミックを搭載した「GN バスターソード II」が付属します。「GN バスター
ソード II」は、ソードモードからシールドモードへの変形ギミックも再現しています。

『機動戦士ガンダム NT』、『ガンダムビルドダイバーズ』から最新キットを初展示！
2018 年 11 月 30 日（土）より劇場公開予定の宇宙世紀新サーガ『機動戦士ガンダム NT』。新たな世界観で話
題となった『ガンダムビルドダイバーズ』からそれぞれ最新アイテムを展示します。
『HG 1/144 ナラティブガンダム A 装備』は、『機動戦士ガンダム NT』の主役機ナラティブガンダムの超大型
装備を再現、A 装備とナラティブガンダムの着脱や可動ギミックなどを搭載したキットです。

胸部の拡張ギミックにより、ダイナミックな
アクションができます。

股関節の軸にはスイング機構を採用。
脚部の広範囲の可動を実現しています。

HG 1/144 ナラティブガンダム A装備
5,940円・税8%込、11月30日（土）発売予定
©創通・サンライズ

ミサイルポッドのミサイルディテールや大型のプロペラントタンクも再現しています。

『ガンダムビルドダイバーズ』の主人公「ミカミ・リク」が制作した機体の最終形態「HGBD 1/144 ガンダムダブ
ルオースカイ HWS（トランザムインフィニティモード）」は、ミサイルポッドなどの武装を追加しフルアーマー形態
の再現も可能です。「クジョウ・キョウヤ」が制作した『HGBD 1/144 ガンダム AGEⅡマグナム SV Ver.』は、追加
武装の装備による最終決戦仕様の再現や飛行形態「フェニックスモード」への変形も可能です。
初展示

初展示

HGBD 1/144 ガンダムダブルオースカイ
HWS（トランザムインフィニティモード）
2,484円・税8%込、11月発売予定
©創通・サンライズ・テレビ東京

HGBD 1/144 ガンダムAGEⅡマグナムSV Ver.
2,376円・税8%込、12月発売予定
©創通・サンライズ・テレビ東京

『ポチっと発明ピカちんキット』から初心者でも遊びやすい「ピカちんドローン」が登場
アニメ『ポチっと発明ピカちんキット』が 11 月より「ドローン篇」に突入します。ブース内では、最新アイテムとな
る『ピカちんキット S06 ピカちんドローン』を展示。『ピカちんドローン』を使用する「ピカちんグランプリ 2019」の紹
介も行います。
初公開

ピカちんキットS06 ピカちんドローン
9,180円・税8%込、11月発売予定
©PIKACHIN

本体は組み立て済みで外装を取り付けるだけですぐ
に遊べます。

ボタン1プッシュで簡単に離陸し、
片手での操作が可能です。

腕前に合わせて3段階の速度で遊べます。

5つの「ピカちんアタッチメント」を装着する
ことで自由にカスタマイズして遊べます。

『ポチっと発明ピカちんキット』とは？
どの学校にもいそうな小学5年生・遠松（とおまつ）エイジは、ある日、謎の『ピカちん大百科』を手に入れる。
それは、「こんなことができたらいいな～」という願いをキャッチして、それをかなえるプラモを生み出してくれ
る夢のカタログだった！そのプラモの名は『ピカちんキット』！ポチると、光の速さですぐ届く。しかし、いざ組
み立てると、なにかが1パーツ足りない！エイジは、その残りの1%（イッパー）を探して、ついには、小さなひら
めき＝『ピラメキ』の才能を発揮！
「ピッカち～ん！ ピラめいた～っ！」
こうして『ピカちんキット』を完成させ、自分が作った『ポチロー』たちと一緒に思いっきり遊びまくるのだった！
今日もまた、1%（イッパー）のピラメキから、毎日を面白くする大発明が生まれようとしている！

「飛行機モード」、「ドローンモード」2つの
飛行モードで遊べます

■『ピカちんキットS06 ピカちんドローン』商品概要
商品名

ピカちんキット S06 ピカちんドローン

メーカー希望小売価格

9,180 円・税 8%込／8,500 円・税抜

発売予定日

2018 年 11 月発売予定

電池

単 3 電池×3 本（別売）

本体連続飛行時間

対象年齢

8 歳以上

約4分

充電時間

約 60 分

通信方法

2.4GHz

操作可能距離

約 20m（屋内推奨）

セット内容

本体、コントローラー、USB 充電ケーブル、フライトテクニックガイド、スペアプロペラ×
8、スキルアップペーパークラフト×4、ランナーパーツ（成形品）×2、ピカちん QR コー
ドステッカー、ミラーラベル、シール、取扱説明書、ピカちんシート

『宇宙戦艦ヤマト』や『ドラゴンボール超』など、さまざまなキャラクタープラモデルを発表
BANDAI SPIRITS ブースでは「ガンプラ」、「ポチっと発明 ピカちんキット」以外にも、2018 年 11 月 2 日（土）よ
り第六章「回生篇」が劇場上映され、10 月 5 日（金）深夜 1 時 23 分よりテレビ東京ほかにて TV 放送も決定した
『宇宙戦艦ヤマト 2202 愛の戦士たち』から、『1/1000 波動実験艦 銀河』をはじめとする最新アイテムを展示
します。
初展示

1/1000 地球連邦アンドロメダ級 DX
8,100 円・税 8%込、12 月発売予定
©西﨑義展／宇宙戦艦ヤマト2202製作委員会

1/1000 波動実験艦 銀河
5,940 円・税 8%込、9 月発売予定
©西﨑義展／宇宙戦艦ヤマト2202製作委員会

2018 年 12 月 14 日（土）より劇場公開の『ドラゴンボール超 ブロリー』からは、『Figure-rise Standard 超サイ
ヤ人ブロリー フルパワー』など、さまざまなキャラクタープラモデルを展示します。
初展示

Figure-rise Standard
超サイヤ人ブロリー フルパワー
5,184 円・税 8%込、2019 年 1 月発売予定
©バードスタジオ／集英社
©「2018ドラゴンボール超」製作委員会

Figure-rise Standard
超サイヤ人ゴッド超サイヤ人孫悟空
[スペシャルカラー]
2,700 円・税 8%込、11 月発売予定

Figure-rise Standard
超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ベジータ
[スペシャルカラー]
2,700 円・税 8%込、11 月発売予定

©バードスタジオ／集英社
©「2018ドラゴンボール超」製作委員会

©バードスタジオ／集英社
©「2018ドラゴンボール超」製作委員会

会場新発売のガンプライベント限定商品の販売！
BANDAI SPIRITS ブースでは、「THE GUNDAM BASE TOKYO」で販売している限定商品やイベント限定商品
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。

ハロプラ ハロ シューティングオレンジ
[クリアカラー]
540円・税8%込
©創通・サンライズ・テレビ東京

MG 1/100 トールギスⅡ
[スペシャルコーティング]
8,640円・税8%込
©創通・サンライズ

RG 1/144 ガンダムアストレイ
ゴールドフレーム天ミナ
[スペシャルコーティング]
6,260円・税8%込

HG 1/144
ガンダムアスタロトリナシメント
[アイアンブラッドコーティング]
3,780円・税8%込

©創通・サンライズ

©創通・サンライズ・MBS

HGBD 1/144
ガンダムAGEⅡマグナム
[ダイブイントゥディメンションクリア]
1,940円・税8%込

HGBD 1/144
ガンダムダブルオーダイバー
[ダイブイントゥディメンションクリア]
1,400円・税8%込

©創通・サンライズ・テレビ東京

©創通・サンライズ・テレビ東京

Figure-riseBust 初音ミク
[リミテッドスタイル]
2,480円・税8%込

© Crypton Future Media,INC. www.piapro.net

1/60 アーバレストVer.Ⅳ
（ECSイメージクリアカラー）
3,240円・税8%込

©賀東招二・四季童子/ＫＡＤＯＫＡＷＡ/FMP!4

また、特設ステージの「教えて！ガンプラコンシェルジュ！特別編」の開催に伴い、THE GUNDAM BASE 限定
品の特別販売も行います。

光が変化

RG 1/144 ガンダムベース限定
ユニコーンガンダム（デストロイモード）Ver.TWC
（LIGHTING MODEL）
10,800円・税8%込

HG 1/144 ガンダムベース限定
ユニコーンガンダム（デストロイモード）
[ペインティングモデル]
2,480円・税8%込

©創通・サンライズ

©創通・サンライズ

ガンダムベース限定
デブリパーツセット
2,160円・税8%込
©創通・サンライズ

特設ステージにてさまざまなステージイベントを開催
29 日（土）・30 日（日）は特設ステージにて、BANDAI SPIRITS ホビー事業部による最新情報をお届けするス
テージや豪華ゲストによるトークショーを開催します。
日程

ステージ

9 月 29 日（土）

ホビー事業部企画担当が語る！

9 月 30 日（日）

最新情報満載スペシャルステージ

出演
BANDAI SPIRITS ホビー事業部

両日 11：00～
9 月 29 日（土）

THE GUNDAM BASE LIVE 出張版教えて！

BANDAI SPIRITS ホビー事業部 川口克己（ガンプラ名人）、

12：00～

ガンプラコンシェルジュ！！特別編

ガンプラコンシェルジュ タカハシ

9 月 29 日（土）

宇宙戦艦ヤマト 2202 スペシャルステージ

福井晴敏氏（『宇宙戦艦ヤマト 2202』シリーズ構成）、

13：30～

BANDAI SPIRITS ホビー事業部

9 月 29 日（土）

工業デザイナー奥山清行氏

14：30～

スペシャルトークステージ

9 月 29 日（土）

『機動戦士ガンダム NT』ステージ

15：30～
9 月 30 日（日）

奥山清行氏、BANDAI SPIRITS ホビー事業部

福井晴敏氏（『機動戦士ガンダム NT』脚本）、サンライズ 小形
尚弘氏（『機動戦士ガンダム NT』プロデューサー）

川口名人スペシャルトークステージ

BANDAI SPIRITS ホビー事業部 川口克己（ガンプラ名人

『ULTRAMAN』ステージ

清水栄一氏（原作者） 、澗淵隆文氏（円谷プロダクション

13：30～
9 月 30 日（日）
15：30～

LSS）、BANDAI SPIRITS ホビー事業部

奥山清行氏 工業デザイナー／KEN OKUYAMA DESIGN 代表 1959 年山形市生まれ
ゼネラルモーターズ社(米)チーフデザイナー、ポルシェ社(独)シニアデザイナー、ピニンファリーナ社(伊)デザインディレクター、
アートセンターカレッジオブデザイン(米)工業デザイン学部長を歴任。フェラーリ・エンツォ、マセラティ・クアトロポルテなどの自
動車やドゥカティなどのオートバイ、鉄道、船舶、建築、ロボット、テーマパーク等数多くのデザインを手がける。
※混雑具合によりステージエリア入場を制限させていただく可能性がございます。
※都合によりステージ内容が変更になる場合がございます。ご了承ください。
※参加整理券などはありません。ステージ開始時間までに BANDAI SPIRITS ブース特設ステージにお集まりください。

『第 58 回 全日本模型ホビーショー』開催概要
日時
会場
主催
入場料
公式 HP

業者招待日 2018 年 9 月 28 日（金） 9：00～17：00
一般公開日 2018 年 9 月 29 日（土） 9：30～18：00
2018 年 9 月 30 日（日） 9：30～16：30
東京ビッグサイト 東 7・8 ホール （東京都江東区有明 3−11−1）
日本プラモデル工業協同組合
1,000 円・税 8%込（中学生以下は無料） ※一般公開日のみ
https://hobbyshow.co.jp/

バンダイホビーサイト：http://www.bandai-hobby.net/
株式会社BANDAI SPIRITS HP：https://www.bandaispirits.co.jp/
※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。実際の商品とは異なる場合があります。
※イベント限定商品は、『第 58 回全日本模型ホビーショー』限定の商品ではなく、他のイベントでも販売する予定です。
※掲載のイベント限定商品以外にも、既発売のイベント限定商品・一般商品の販売を予定しています。
※販売アイテムは、状況により予告なく変更・中止になる場合がございます。また、数に限りがありますので無くなり次第終了となります。
※プレスリリースの内容は 2018 年 9 月 28 日現在のものであり、予告なく変更する場合があります。

