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2022年 2月 10日 

報道関係者各位 

バンダイナムコグループ ガンダムプロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

バンダイナムコグループの横断プロジェクト「ガンダムプロジェクト」は、全高 18m の“動くガンダム”を有するガンダムの

複合施設 GUNDAM FACTORY YOKOHAMA の開催期間延長を記念して、2 月 19 日(土)から 3 月 13 日(日)に横浜ベイ

エリアで『GUNDAM PORT YOKOHAMA』を開催します。本企画では、横浜市内の商業施設である横浜ランドマークタワー

や MARK IS みなとみらいでの展示や各種企画をはじめ、みなとみらい線各駅とのコラボレーション企画、GUNDAM 

FACTORY YOKOHAMA との連動企画など、横浜ベイエリアの各地でガンダムの世界観をお楽しみいただけます。 

 

■『GUNDAM PORT YOKOHAMA』開催概要 

期間：2022年 2月 19日(土)～3月 13日(日) 

※企画により開催時期が異なります。 

会場：横浜ベイエリア各地 

横浜ランドマークタワー（ランドマークプラザ）、MARK IS

みなとみらい、みなとみらい線（みなとみらい駅、馬車道

駅、元町・中華街駅）、GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 

主催：バンダイナムコグループ ガンダムプロジェクト 

協力：三菱地所プロパティマネジメント株式会社､横浜高速

鉄道株式会社 

参加費：基本無料  

※GUNDAM FACTORY YOKOHAMAは別途入場料が必要です。 

公式サイト： https://bandai-hobby.net/site/gundamport-

yokohama/  

※新型コロナウイルス感染拡大状況により予告なく内容が変更・中止になる

場合があります。開催状況は随時『GUNDAM PORT YOKOHAMA』公式サ

イトでお知らせいたします。 
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開催期間延長記念 

『GUNDAM
ガ ン ダ ム

 PORT
ポ ー ト

 YOKOHAMA
ヨ コ ハ マ

』 2 月 19 日スタート 

横浜ランドマークタワー、MARK
マ ー ク

 IS
イズ

 みなとみらい、 

みなとみらい線各駅でガンダムの展示や各種企画を実施！ 

https://bandai-hobby.net/site/gundamport-yokohama/
https://bandai-hobby.net/site/gundamport-yokohama/
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『GUNDAM PORT YOKOHAMA』 各会場の企画内容                                                

＜横浜ランドマークタワー＞ 

所在地：〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい２丁目２−１ 

 

ポート 1:「ラストシューティング」を再現した全高約 17ｍのバルーン展示 

『機動戦士ガンダム』の最終話の名シーン｢ラストシューティング｣のバルーン

を展示します。バルーンは全高約 17ｍの大きさで、ガンダムがジオングヘッ

ドに向けて右手のライフルを真上へ突き出している印象的な場面を再現しま

した。映像や照明による特別演出で、迫力ある名シーンを間近で体感いただ

けます｡ 

■開催期間：2月 19日(土)～3月 13日(日) 

■演出時間：11:00～21:00  （毎時 00分､30分に実施） 

■会場：ランドマークプラザ 1階 サカタのタネ ガーデンスクエア 

 

ポート 2:「ガンダム R（リサイクル）作戦」の作品が集結！ランナーを使用した

作品などを展示 

2021年 11月に新宿で開催した｢ガンダム R（リサイクル）作戦 FINAL｣

で展示された､「1/1ランナーガンダムヘッド」や作家メディアアーティス

ト 落合陽一さんやクリエイティブカンパニー NAKED, INC.とのコラボ

レーション作品を特別展示します｡また、同会場でガンプラやガンダムフ

ィギュアの最新アイテムの展示も行います｡ 

■開催期間：2月 19日(土)～3月 13日(日) 

■会場：ランドマークプラザ 1階 フェスティバルスクエア 

 

※商品の販売はございません。 



©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS  

 

ポート 3:GUNDAM FACTORY YOKOHAMA の“動くガンダム”と「実物大ユニコーンガンダム立像」が登場する､新作プロ

ジェクションマッピングの上映 

GUNDAM FACTORY YOKOHAMAの「RX-78F00 ガンダム」とダイバーシティ東京 プラザの「実物大ユニコーンガンダム

立像」が夢の共演をする､プロジェクションマッピングを実施します｡国の重要文化財に指定されているドッグヤードガー

デンで、『機動戦士ガンダム』と『機動戦士ガンダム UC』の作品世界が右舷と左舷の映像壁面を使ってクロスする迫力の

体験空間を演出します｡ 

■開催期間：3月 8日（火）～3月 13日（日）の毎日 

■演出時間：18:15～20:45  （毎時 15分､45分に実施）  

■会場： ドックヤードガーデン  

※新型コロナウイルス感染拡大状況により予告なく内容が変更・中止に

なる場合があります。 

※感染防止対策として 1回の上映の観覧人数制限をさせていただきま

す。上限に達した場合には、次回の観覧となる場合がございます。また、

人数を制限している関係上、ご覧いただけない場合がございます｡ 

※混雑状況によりお並びいただく場合がございます｡観覧に関する詳細

は、当日会場にてお尋ね下さい｡ 

 

 

＜MARK ISみなとみらい＞ 

所在地：〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい３丁目

５−１ 

 

ポート 4:フリーダムガンダムのバルーンが吹き抜けに出現！ 

『機動戦士ガンダム SEED』シリーズに登場するモビルスーツで

あるフリーダムガンダムが、全高約 5mの大きさのバルーンとし

て 1階グランドガレリア上部の吹き抜けに出現します｡ 

■開催期間：2月 19日(土)～3月 13日(日)   

■実施時間：11：00～18：00 

■会場：1階 グランドガレリア 

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、予告なく内容が変更・中止になる場合

があります。 

 

ポート 5：ガンダム R（リサイクル）作戦 -『GUNDAM PORT YOKOHAMA』出張版- @MARK IS みなとみらい 

リサイクル材を使用したプラモデル「エコプラ 1/144 RX-78-2 ガンダム 組み

立て体験会 Ver.」と特別冊子を無料配布し、リサイクルについて学ぶ機会を提

供します。ランナー（プラモデルの枠の部分）を実際に回収ボックスに入れるこ

とで、リサイクルを身近に感じていただく企画です。ガンプラのリサイクル活動

についての展示も実施します。 

■開催期間：2月 19日(土)～3月 13日(日)  

■実施時間：11：00～18：00 

■会場：2階 ぶらりギャラリー 

■配布方法：先着での無料配布  

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、予告なく内容が変更・中止になる場合があります。 

※プラモデルの受け取りは、お一人様 1 回までとさせていただきます。また、6 才未満の方は保護者の方の同伴が必要となります。  

※プラモデルの無料配布は、先着での配布となります。また、配布数には限りがございます。 
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ポート 6：ガンダムシリーズの最新商品などの展示 

ゲームの最新タイトル、カード、菓子・食品、アパレル、フィギュア、ステーショナリー、雑貨など、バンダイナムコグループ

のガンダムシリーズ最新商品などを一挙展示いたします｡ 

■開催期間：2月 19日(土)～3月 6日(日)  

■会場：5階 イベントスペース 

※商品の販売はございません。 

 

ポート 7：ホワイトベース実物大キャプテンシートが出現！ 

『機動戦士ガンダム』シリーズに登場するホワイトベース艦

内を再現し、実物大のキャプテンシートや操縦桿
かん

の展示を

行います。キャプテンシート横の壁面には艦内から見える

宇宙や地球をイメージした映像を投影します。また、1/144

サイズのホワイトベースの展示も実施し、ホワイトベースの

スペック解説や名シーンの映像をお楽しみいただけます。 

■開催期間：2月 19日(土)～3月 13日(日)  

■開催時間：11：00～18：00 

■会場：地下 4階 えきまえ広場 

※キャプテンシートには着席いただけません。 

 

 

＜みなとみらい線＞ 

ポート 8：みなとみらい駅で新作アーケードカードゲーム｢機動戦士ガンダム アーセナルベース｣の展示とカード配布を

実施 

みなとみらい駅 みらいチューブでは、株式会社バンダイ

が展開し、2022年 2月 24日(木)より全国で稼働開始す

る新作アーケードカードゲーム｢機動戦士ガンダム アー

セナルベース｣のカード・筐体展示を実施します。さらに、

ブースにお越しいただいたお客さまには『GUNDAM PORT 

YOKOHAMA』のキービジュアルをデザインした特別なプ

ロモーションカードと、「エールストライクガンダム」のカー

ドがデザインされた B5サイズのジャンボカードダス風チ

ラシをプレゼントします。 

■開催期間：2月 19日(土)～3月 13日(日) 

■開催時間：11：00～18：00 

■会場：みなとみらい駅 みらいチューブ 

■配布方法： 先着での無料配布 (対象年齢:12歳以上) 

■公式サイト：https://www.gundam-ab.com/  

※プロモーションカードは各日準備数がなくなり次第配布終了となります。 

※本企画は、予告なく内容が変更・中止になる場合があります。  

 

 

『GUNDAM PORT YOKOHAMA』限定 

プロモーションカード 

https://www.gundam-ab.com/
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ポート 9：馬車道駅にガンプラ 1/1ガンダムヘッドやガンダム作品のトリックビジョンが登場 

馬車道駅の改札内イベントスペースで、ガンプラ 1/1ガンダムヘッドを展示します。また、2022年 6月 3日（金）全国

ロードショーの新作映画『機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島』や、2022年春に特別編をＴＶ放送予定の『機動戦士

ガンダム 鉄血のオルフェンズ』をモチーフとしたトリックビジョンが登場します｡ 

■開催期間：2月 19日(土)～3月 13日(日)  

■会場：馬車道駅 B2改札内  

 

 

 

 

 

 

 

 

ガンダム R（リサイクル）作戦 -『GUNDAM PORT YOKOHAMA』出張版- @ 馬車道駅 

馬車道駅の改札外イベントスペースで、「ガンダム R（リサイクル）作戦 -『GUNDAM PORT YOKOHAMA』出張版- @ 

馬車道駅」を開催します。リサイクル材を使用したプラモデル 「エコプラ 1/144 RX-78-2 ガンダム 組み立て体験会

Ver.」と特別冊子の無料配布やランナーの回収、ガンプラのリサイクル活動についての展示を行います。 

■開催日：2月 19日（土）､20日（日）､23日（水）､26日（土）､27日（日）、3月 5日（土）､6日（日）､12日（土）､13日（日） 

※土日､祝日のみ開催 

■開催時間：11：00～18：00 

■配布方法：先着での無料配布   

■会場：馬車道駅 B2改札外 
※新型コロナウイルス感染拡大状況により、予告なく内容が変更・中止になる場合があります。 

※プラモデルの受け取りは、お一人様 1 回までとさせていただきます。また、6 才未満の方は保護者の方の同伴が必要となります。  

※プラモデルの無料配布は、先着での配布となります。また、配布数には限りがございます。 

 

＜GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 内 カンファレンスルーム＞ 

ポート 10：キミのガンプラをスキャンしてバトルゲームに参加しよう！ROAD TO GUNPLA BATTLE テストスキャンイベン

ト Vol.1 開催 

株式会社 BANDAI SPIRITS と株式会社バンダイナムコエンターテ

インメントが共同で進める、”リアルガンプラバトル”を実現させるた

めの｢ROAD TO GUNPLA BATTLEプロジェクト｣のテスト稼働イ

ベントを､GUNDAM FACTORY YOKOHAMA で開催します。ご自身

のガンプラを持参いただき、その場でスキャンしてバーチャルの

ゲーム空間でバトルをお楽しみいただけます。ガンプラを持参いた

だかなくても、会場に用意されたガンプラでバトルを楽しむことも可

能です。 

■開催期間：3月 6日（日）～3月 13日（日） ※3月 8日（火）は

定休日となります｡ 

■開催時間：11：00～18：00 

■会場：GUNDAM FACTORY YOKOHAMA内 カンファレンスルーム 

■参加方法：会場での抽選 ※当イベントへのご参加は無料となりますが、GUNDAM 

FACTORY YOKOHAMAのご入場には別途入場料が必要です。ご入場については GUNDAM 

FACTORY YOKOHAMAの公式サイトをご確認ください。 

■公式サイト：https://bandai-hobby.net/site/road-to-gunpla-battle-

project/ ※対象ガンプラや参加方法詳細や注意事項は、プロジェクト公式サイトでご確認

ください。 

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、予告なく内容が変更・中止になる場合があります。 

※抽選でのご入場となります。参加可能人数には限りがございますので状況によってはご入場をお断りさせていただく場合がございます。 

※GUNDAM FACTORY YOKOHAMA営業時間 平日 11:00～18:00 (17:00 最終入場) / 土日祝 10:00～20:00 (19:00最終入場) 定休日 火曜日 

https://bandai-hobby.net/site/road-to-gunpla-battle-project/
https://bandai-hobby.net/site/road-to-gunpla-battle-project/
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限定アイテムがもらえる『GUNDAM PORT YOKOHAMA』スタンプラリーを開催！                                                

『GUNDAM PORT YOKOHAMA』の 6つの会場で､スタンプラリーを開催します。ゴールの GUNDAM FACTORY 

YOKOHAMA チケットカウンターでは、素敵な限定アイテムをスタンプラリーの賞品としてご用意しています。横浜ベイエリ

アをスタンプラリーでめぐりながら、各会場でガンダムの世界観をお楽しみください。 

※スタンプラリーの賞品引き換えに GUNDAM FACTORY YOKOHAMA入場チケットは必要ありません｡ 

開催期間：2月 19日(土)～3月 13日(日)  ※開催時間は各会場の営業時間に準じます｡ 

 

【スタンプ設置場所】 

① MARK IS みなとみらい 5階 イベントスペース  2月 19日(土)～3月 6日(日) 

   MARK IS みなとみらい 1階 グランドガレリア  3月 7日(月)～3月 13日(日) 

② MARK IS みなとみらい 地下 4階 えきまえ広場 

③ 横浜ランドマークタワー ランドマークプラザ 1階 サカタのタネ ガーデンスクエア 

④ 横浜ランドマークタワー ランドマークプラザ 1階 フェスティバルスクエア 

⑤ みなとみらい線 馬車道駅 改札付近（改札外） 

⑥ みなとみらい線 元町・中華街駅 中華街方面改札付近（改札外） 

ゴール：GUNDAM FACTORY YOKOHAMAチケットカウンター  

※賞品の受け取りは GUNDAM FACTORY YOKOHAMA の営業時間内になります。 

※GUNDAM FACTORY YOKOHAMA営業時間 平日 11:00～18:00 (17:00 最終入場) / 土日祝 10:00～20:00 (19:00最終入場) 定休日 火曜日 

 

【賞品】 

3個スタンプ GET →『GUNDAM PORT YOKOHAMA』限定クリアファイル 

6個スタンプ GET →上記に加え､｢1/144 RX-78-2 ガンダム 組立体験会 Ver.｣と、キットに使用できる『GUNDAM 

PORT YOKOHAMA』限定ステッカーをプレゼント※「1/144 RX-78-2 ガンダム 組立体験会 Ver.」は『GUNDAM PORT YOKOHAMA』オリジナ

ルではありません。 

 

 

 

『GUNDAM PORT YOKOHAMA』限定 

クリアファイル 

1/144 RX-78-2 ガンダム 組立体験会 Ver. + 『GUNDAM PORT YOKOHAMA』限定ステッカー 
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【スタンプラリー注意事項】 

・スタンプ設置施設の営業時間内でご参加ください。 

・スタンプ台紙は各スタンプ設置場所と賞品交換場所で配布しています。 

・スタンプ台紙はお一人様 1冊まででお願いします。 

・開催期間中、賞品交換はお一人様 1 個でお願いします。 

・賞品がなくなり次第、開催期間中であっても賞品交換は終了となります。 

・プラモデルの対象年齢は 6 才以上となります。6才未満の方は保護者の方の同伴が必要となります。 

・本企画の日程や内容は、予告なく変更、または中止になる可能性がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『GUNDAM PORT YOKOHAMA』公式サイト：https://bandai-hobby.net/site/gundamport-yokohama/ 

GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 公式サイト：https://gundam-factory.net/  

バンダイホビーサイト： https://bandai-hobby.net/ 

株式会社 BANDAI SPIRITS 公式サイト：https://www.bandaispirits.co.jp/ 

 

※『GUNDAM PORT YOKOHAMA』のすべての企画の日程や内容は、予告なく変更、または中止になる可能性がございます。 

※混雑状況により、会場および各コーナーの入場を制限させていただく場合がございます。また、事故・混雑防止のため必要に応じた各種制限を設けさせて

いただくことがあります。予めご了承ください。 

※各会場やエリアでの企画は安全にお楽しみください。なお、近隣の方への迷惑行為は固くお断りいたします。 

※リリース内の画像はすべてイメージです｡ 

《新型コロナウイルス感染症対策について》  『GUNDAM PORT YOKOHAMA』ではお客さまとスタッフの感染防止の観点から、次の取り組みを行います。 

・対人距離確保のため、スタッフはお客さまと一定の間隔を取ってご案内いたしますことをご了承ください。 

・従業員には就業前の健康チェックを義務付けるとともに、うがい、手洗い、消毒の励行、マスクの着用や咳エチケットの徹底など、各種感染対策を強化いたします。 

・お客さまのご来場状況により入場制限をさせていただく場合がございます。 

 

〈お客さまへのお願い〉 

・ご来場の際はマスクの着用や咳エチケット等と併せてお客さま同士の対人距離確保へのご協力をお願いいたします。 

また、手指消毒液をご用意しておりますのでご利用ください。 

・風邪の症状や37.5°C以上の発熱があり、強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）があるお客さまにつきましては、ご入場、ご参加をお断り申し上げます。 

・施設内での企画に関しては、各施設内の感染症対策に準じます。各施設の感染拡大防止策へのご協力をお願いいたします。 

 

・感染症対策の詳細は、『GUNDAM PORT YOKOHAMA』公式サイト（https://bandai-hobby.net/site/gundamport-yokohama/ ）で随時ご案内いたします。 

・今後の状況次第では、内容の変更や中止の場合があります。あらかじめご了承いただきますよう何卒よろしくお願いいたします。 

GUNDAM FACTORY YOKOHAMA とは・開催期間延長のお知らせ 

 

全高 18m の実物大ガンダムを動かすという夢を実現し、横浜で体感いただく施設です。 

施設内は、”動くガンダム”を格納・メンテナンスワークを行うデッキ「GUNDAM-DOCK」と、”動くガンダム”の仕組みを楽しみながら学べる展示施設などからなる「GUNDAM-

LAB」の 2 つのエリアで構成されています。 

当施設は 2022 年 3 月末までの期間限定の開催期間を 1 年間延長し、2023 年 3 月 31 日（金）までオープンすることとなりました。期間延長については、期間中に会場にお越

しいただけなかった国内外のお客さまの熱いご要望を受け、横浜市をはじめ関係者の皆さまと協議の上決定したものです。なお、2022年 5月中旬より約 2 ヶ月間のメンテナン

ス休業期間を設け、7 月中旬をめどに営業を再開する予定です。 

※2022 年 4 月以降の詳細については公式サイトをご確認ください。 

 

公式サイト：https://gundam-factory.net/    
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