Press Release

2022 年 4 月 24 日
バンダイナムコグループ

ガンダムプロジェクト

ニュー

ガンダム立像歴代一の高さを誇る「実物大 ν ガンダム立像」の演出が明らかに！
可動ギミックや映像演出等を披露。4 月 25 日(月)一般公開スタート。
4 月 24 日(日)、現地福岡でオープニングセレモニーを実施
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、実物大ν（ニュー）ガン
ダム立像「RX-93ff νガンダム」（以下、実物大νガンダム立像）を、「三井ショッピングパーク ら
らぽーと福岡（以下「ららぽーと福岡」）」の開業にあわせて、4 月 25 日(月)より一般公開いたしま
す。
公開に先駆け、4 月 24 日(日)、ららぽーと福岡にて実物大νガンダム立像のオープニングセレモニ
ーが行われ、劇場版『機動戦士ガンダム

逆襲のシャア』の名場面を想起させる右腕が大きく可動する

ギミックや各種演出が発表されました。
また、セレモニーには、ゲストとして、声優の古谷徹さんと歌手の森口博子さんが参加。富野由悠季
監督のビデオメッセージやゲストによるトークセッションの他、森口博子さんによる、6 月 3 日(金）
公開予定の新作映画『機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島』の主題歌「Ubugoe」が初披露されま
した。
歴代の実物大ガンダム立像の中でも一番の高さ（最高部 24.8 メートル）を誇る本立像のオリジナル
演出を、世界中のガンダムファンやららぽーと福岡を訪れる多くのお客様に楽しんでいただけること
を期待しています。
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●実物大 ν（ニュー）ガンダム立像「RX-93ff ν ガンダム」 展示概要
立像名称／実物大ν（ニュー）ガンダム立像「RX-93ff νガンダム」
設置場所／三井ショッピングパーク ららぽーと福岡

フォレストパーク

（住所：福岡市博多区那珂 6 丁目 23-1）
公式サイト／https://rx93ff-gundam-statue.jp/
【立像概要】
高さ：

最高部 24.8ｍ（頭頂部 20.5ｍ）

表面積：

1129.6 ㎡

※縦横高さ

敷地面積： 約 167.3 ㎡（直径 14.6ｍ） ※立像周囲の円形敷地面積
重さ：

立像本体/80ｔ

※基礎梁除く

材質：

構造/鉄骨造、仕上げ/FRP

可動箇所： 右肩部（右腕ごと）、頭部
発光箇所： 62 カ所
【可動ギミック演出】
日中は 10 時〜18 時まで 1 時間ごとに、音楽にあわせて立像が可動します。
夜間は 19 時から 21 時まで 30 分ごとに、壁面の特別映像とともに立像が動きます。
可動ギミック：

右腕の上下動、首の横振り

演出：

『νGUNDAM 起動』

［昼］

『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』メインテーマに合わせて、実物大νガンダム立像が動
く演出をご覧いただけます。
◎演出時間（予定）／10 時、11 時、12 時、13 時、14 時、15 時、16 時、17 時、18 時

［夜］

① 『RX-93ff νGUNDAM from SIDE-F』
実物大ガンダム立像のモデル「RX-93ff νガンダム」が活躍する新作オリジナル映像。劇
場版『機動戦士ガンダム

逆襲のシャア』より、小惑星アクシズ落下をめぐるアムロとシ

ャアの激しい攻防シーンを、「RX-93ff νガンダム」で戦っていたら、という設定で新作
した特別映像と共に演出を行います。～地球連邦に失望し、ネオ・ジオンを再建したシャ
アは小惑星アクシズを地球に落とし地球人類の粛清を決意。それを阻止すべく、アムロは
新型モビルスーツ「RX-93ff νガンダム」を駆り最後の戦いを挑む…～
◎演出時間（予定）／19 時、20 時、21 時
② 『BEYOND THE TIME（メビウスの宇宙を越えて）アクシズ阻止 ver.』
『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』の主題歌である TM NETWORK「BEYOND THE TIME
（メビウスの宇宙を越えて）」にのせて本編映像を再編集。劇中のセリフも交え、作品の
世界観を表現します。
◎演出時間（予定）／19 時 30 分、20 時 30 分
参考：『RX-93ff νGUNDAM from SIDE-F』先行 PV
https://youtu.be/3aQdnDqyGVg
ガンダム公式 YouTube チャンネル
『ガンダムチャンネル』にて。
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●オフィシャルフォトブック豪華版
4 月 25 日(月)より「GUNDAM SIDE-F」で販売開始のオフィシャルフォトガイドブックに豪華版が登
場します。
■オフィシャルフォトガイドブック豪華版
商品名：

THE LIFE-SIZED νGUNDAM STATUE OFFICIAL PHOTO GUIDEBOOK【豪華版】

商品詳細： THE LIFE-SIZED νGUNDAM STATUE OFFICIAL PHOTO GUIDEBOOK
ガンダム×サザビー A4 アクリルアートパネル

1冊

1点

商品仕様： GUIDEBOOK／A4 縦判型、20 ページ
アートパネル／A4 サイズ
価格：

5,500 円（税 10％込）
実物大νガンダム立像の魅力を徹底解剖した公式フォトブック。
昼、夜帯の写真のみならず、普段は見ることができない高所からのカット、
右腕の可動シークエンスをピックアップした連続写真のほか、メイキング風
景も収録。さらに、立像用に描き起こされた設計図やデカールといったデザ
イン資料も掲載。さらに、A4 アクリルアートパネルを同栶した豪華版の発売
を予定しております。
発売日他、詳細についてはバンダイナムコグループ公式通販サイト

プレミ

アムバンダイ内「サンライズストア」にてお知らせ予定です。
サンライズストア公式サイト：https://p-bandai.jp/sunrise-store/

「ガンダムパーク福岡」について（2022 年 4 月 7 日公開情報）

「ガンダムパーク福岡」は、全国初、ガンダムの複合エンターテインメント施設として、ららぽーと福
岡 4 階にオープン。ガンダムの情報やグッズを取り扱うショップエリア「GUNDAM SIDE-F」を中心
に、ガンダムとコラボレーションした体験型アクティビティが楽しめるスポーツエンターテインメン
トエリア「VS PARK WITH G」、アーケード・クレーンゲームなどが楽しめるアミューズメントエリ
ア「namco ららぽーと福岡」の 3 つのエリアで構成されています。これまでにないガンダムの世界観
をお楽しみいただけます。
名称／ガンダムパーク福岡
場所／三井ショッピングパーク ららぽーと福岡

4階

店舗面積／約 4723.0 ㎡（約 1428.7 坪）
公式サイト／https://www.gundampark.net/
入場料
ショップエリア
「GUNDAM SIDE-F」

無料

営業時間

店舗面積

10:00～21:00

約 991.6 ㎡

※開業時は入店制
限予定あり

(約 300.0 坪)
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スポーツエンターテイ

■一日フリーパス

10:00～21:00

約 2382.6 ㎡

ンメントエリア

※2022 年 5 月 9 日(月)販売予定

（最終入場受付

(約 720.7 坪）

「VS PARK WITH G

一般：3,500～3,800 円

20:30）

ららぽーと福岡店」

学生(大学・専門・高校・中学)：
3,000～3,200 円
小学生：2,500～2,700 円
■120 分遊び放題
一般：2,800～2,900 円
学生(大学・専門・高校・中学)：
2,200～2,400 円
小学生：1,700～1,900 円
※曜日や季節により異なります。
※オープン日～2022 年 4 月 28 日(木)
は「1,200 円で 60 分遊び放題」キャン
ペーン料金で運営します。

アミューズメントエリ

無料

ア「namco ららぽー

※ゲーム機ごとにプレイ料金が別

と福岡店」

途必要

10:00～21:00

約 1348.8 ㎡
(約 408.0 坪)

■ショップエリア「GUNDAM SIDE-F」
（１）大型モニター「スペースモニター」でガンダムの世界観に没入
「GUNDAM SIDE-F」は「RX-93ff νガンダム」をはじめとしたガンダムの
さまざまな情報やグッズを取り扱うショップエリアです。
「GUNDAM SIDE-F」内の幅 10m×高さ 6m の大型モニター、通称「スペー
スモニター」で新規制作の映像を上映します。映像内には「RX-93ff νガン
ダム」はもちろん、人気のモビルスーツが多数登場します。時間ごとに「ス
ペースモニター」に登場するモビルスーツが異なるので、さまざまなパター
ンの演出をお楽しみいただけます。こだわりの音響で、まるで映像の世界に
入り込んだかのような感覚を体験できます。
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（２）入口に 1/12 サイズの立像「νガンダム」と「サザビー」を展示
緻密なパーツ構成や質感表現により「本物であること」を追求
したガンプラシリーズ、R G リアルグレードの設計データをも
とに作られた、1/12 サイズの立像が入口に登場します。圧倒
的なこだわりを詰め込み、目に見えない内部構造まで作りこん
だハイクオリティな造形を間近でお楽しみください。

（３）「GUNDAM SIDE-F」限定商品 「RX-93ff νガンダム」のガンプラが 4 月 25 日より登場
RG シリーズと、ENTRY GRADE シリーズ、BB 戦士シリーズから、「RX-93ff νガンダム」をプラ
モデルとして商品化します。（発売元：BANDAI SPIRITS）

商品名:
RG 1/144 RX-93ffνガンダム
販売価格: 4,950 円（税 10%込）
発売日: 2022 年 4 月 25 日
サイズ: 全高約 195ｍｍ
対象年齢:15 歳以上

商品名:
ENTRY GRADE 1/144 RX-93ffν
ガンダム
販売価格: 1,430 円（税 10%込）
発売日: 2022 年 4 月 25 日
サイズ: 全高約 195ｍｍ
対象年齢:8 歳以上

商品名:
BB 戦士 RX-93ffνガンダム
販売価格: 1,650 円（税 10%込）
発売日: 2022 年 4 月 25 日
サイズ: 全高約 120ｍｍ
対象年齢:8 歳以上

※一般流通での販売はございません。
※この商品は後日バンダイナムコグループ公式通販サイト、海外での販売も予定しております。

※「GUNDAM SIDE-F」開業時の事前抽選による入場制限について
「GUNDAM SIDE-F」では開業時の混雑を避けるため、2022 年 4 月 25 日(月)～5 月 15 日(日)の期間、入店
整理券での入場制限を行います。詳細は「GUNDAM SIDE-F」公式サイトでお知らせします。

■スポーツエンターテインメントエリア「VS PARK WITH G ららぽーと福岡店」
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テレビのバラエティ番組のような体験ができる新感覚バラエティスポーツ施設「VS PARK」とガンダ
ムシリーズがコラボレーションしたエリアです。「VS PARK WITH G ららぽーと福岡店」には、「RX93ff νガンダム」と 10m の超短距離走で対決する「ニゲキル WITH G」、正面から迫りくるドムのジ
ェットストリームアタックを左右に動いてよけまくる「ヨケキル WITH G」など８種類のアクティビ
ティが、「ガンダムパーク福岡」オリジナルのガンダム仕様で登場します。
また、施設内各所に、ガンダム作品の名台詞の数々をデザインした壁や、
「RX-93ff νガンダム」とコラボレーションしたフォトスポットを設置しま
す。ガンダムファンはもちろん、ガンダムを初めて知る方にも楽しめるエリア
です。
フォトスポット

（１）ここでしか体験できないガンダムコラボアクティビティ

時速 110km で走るチーター、巨大なティラノサウルスなどの猛獣と、10m の超短距離で対決する
「ニゲキル」が、ガンダムコラボ特別仕様で登場します。従来の９種類の猛獣のほかに、「RX-93ff
νガンダム」も対戦相手として選ぶことができ、対決後にはリプレイ映像がスクリーンに流れます。
また、施設内各所に隠された「ひみつのパスワード」を集めて入力すると、シークレットモードでハロ
との対決ができます。
ほかにも「チャレンジピッチング WITH G」、「ガンダム VR ダイバ強襲 TM」、「ぽかぽかスタジ
アム WITH G」、「パニックピンポン WITH G」、「カートコーナー WITH G」を含む「VS PARK」
の人気アクティビティ８種類が「ガンダムパーク福岡」でしか体験できないガンダム仕様で登場しま
す。

ニゲキル WITH G

ヨケキル WITH G

ドロップシーソー WITH G

（２）「VS PARK WITH G ららぽーと福岡店」オープニングキャンペーン
●「1,200 円で 60 分遊び放題」キャンペーン開催
「VS PARK WITH G ららぽーと福岡店」を気軽に体験できるキャンペーンを実施します。
開催期間：2022 年 4 月 25 日(月)～4 月 28 日(木)
内容：どなたでも 1,200 円(税 10％込)で 60 分遊び放題でご利用いただけます。
※期間中はキャンペーン料金でのみご利用いただけます。
※60 分を過ぎた場合は延長料金がかかります。

●５人以上でご来店いただくと、「ガンダムマスク」をお１人さま１枚プレゼント
お揃いの「ガンダムマスク」をつけて写真を撮ろう！
開催期間：2022 年 4 月 25 日(月)～5 月 8 日(日)
対象：５人以上のグループでご来場の方
「ガンダムマスク」は入場受付の際にお渡しいたします。
※プレゼントは先着順です。無くなり次第終了します。予めご了承ください。

ガンダムマスク
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アクティビティの対象年齢は小学生以上です。その他に年齢・身長・体重などの利用条件があるアク
ティビティがございます。

■アミューズメントエリア「namco ららぽーと福岡店」4 月 25 日(月)開業

アミューズメントスポットとガンダムシリーズがコラボレーションしたエリアです。
「RX-78-2 ガンダム」をイメージしたカラーの内装に加え、店内にはガンダムシリーズの人気キャラ
クター「ハロ」や、1/100 スケールの「フィン・ファンネル」の照明といった、ガンダムの世界観の
中でゲームが楽しめるインテリアを施しています。
お馴染みのアミューズメントマシンだけでなく、「ガンダムパーク福岡専用太鼓の達人」や、「ガンダ
ムパーク福岡」限定のアミューズメント専用景品、カプセルトイなど店舗限定のオリジナルアイテム
を多数揃えています。さらに全国で稼働中の「機動戦士ガンダム 戦場の絆Ⅱ」など、ガンダムシリー
ズのアーケードゲームだけを集めたコーナーも展開します。
（１）アムロ・レイ役の声優、古谷徹さんの店内放送
『機動戦士ガンダム』シリーズのアムロ・レイ役の古谷徹さんによる、
「namco ららぽーと福岡店」限定の店内放送が流れます。作品中のアムロ・
レイの名台詞が入った内容でお客さまをご案内します。

（２）「ガンダムパーク福岡」限定のゲーム機や景品が登場
「ガンダムパーク福岡専用太鼓の達人」や、オリジナルラッピングのクレーン
ゲーム機など、「ガンダムパーク福岡」ならではのゲーム機を設置します。
また、店舗オリジナル景品も企画しています。「ガンダムパーク福岡専用太鼓
の達人」は、“バチ“がガンダムのビーム・サーベルデザインになった特別仕様
で登場します。サブキャラクターが『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』の登
場人物をモチーフにした衣装で登場するといった、外観だけではなくコンテン
ツも限定仕様となっています。

クレーンゲーム機「ららぽーと福岡専用クレナハイブリット」

©創通・サンライズ
太鼓の達人™＆©Bandai
Namco Entertainment Inc.

カプセル景品機「ららぽーと福岡専用スポーン」
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オリジナル景品「ガンダムお菓子 BIGBOX」
実物大νガンダム立像デザインの「ガンダムパーク
福岡」でしか手に入らないオリジナルクレーンゲー
ム景品が登場します。

（３）ガンダムアーケードコーナー
『機動戦士ガンダム』のアーケードゲームだけを集
めたガンダムアーケードコーナーには、「機動戦士
ガンダム 戦場の絆Ⅱ」「機動戦士ガンダム エクス
トリームバーサス 2 クロスブースト」「機動戦士
ガンダムアーセナルベース」および、レトロなガン
ダムのアーケードゲームを設置します。ゲーム体験
会の実施や、店舗間のオンライン対決、スタッフに
よるコーチングなどを通じて、「学ぶ、鍛錬する、
交流する」という３つのリアル体験を提供します。
（4）「namco ららぽーと福岡店」オープニングキャンペーン
「ガンダムパーク福岡」のオープンを記念して、キャンペーンを
実施します。
1. ビームサーベルデザインのバルーンを数量限定でプレゼン
トします。 配布方法の詳細は当日店頭でご確認ください。
2. 期間限定で「ガンダムパーク福岡」オリジナルデザインの
ショッパーを販売します。１枚 20 円(税 10％込)
※オリジナル景品およびノベルティは無くなり次第終了です。
予めご了承ください。

（左）「ガンダムパーク福岡」
専用ビームサーベルバルーン
（右）イベント専用景品袋

※本プレスリリースの情報は 2022 年 4 月 24 日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。
※画像はイメージです。画像と実際の施設、商品とは異なる場合がございます。
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