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2022 年 7 月 21 日 

バンダイナムコグループ ガンダムプロジェクト 
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 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」と、株式会社 BANDAI SPIRITS（代表取締

役社長：宇田川南欧、本社：東京都港区）は、ガンダムを通じてリサイクルへの関心を高める活動「ガンダム R

（リサイクル）作戦 2022」（入場・参加無料）を、2022 年 7 月から日本各地の 45 か所以上で展開します。 

2021 年は 31 か所で実施しましたが、2 回目となる 2022 年は“次なるガンダムの未来を目指して各地で行う

過去最大級のガンダム総合イベント「GUNDAM NEXT FUTURE」”の会場を含む、45 か所以上に拡大します。

ガンダム、ガンプラを通じて社会のリサイクルへの関心を高め、持続可能な社会の実現を目指します。 

 

また、この度すべてのガンダムファンが楽しめるスペシャルイベント「GUNDAM NEXT FUTURE -BASE 

SERIES-」の渋谷・名古屋・大阪会場（8 月より開催）の内容が決定しました。「ガンダム R 作戦 2022」をはじ

め、有名アーティストとのコラボレーションなど各会場の企画をご紹介します。 

「ガンダム R 作戦 2022」について                                 

ファンの皆さまのご協力により回収した「ガンプラ」のランナー

（プラモデルの枠の部分）をリサイクルし、循環型社会の形成を目

指す「ガンプラリサイクルプロジェクト」を 2021 年 4 月よりスタート

し、ランナーの回収量は 1 年間で約 11 トンとなりました。 

今回の「ガンダム R 作戦 2022」の会場では、回収したランナー

をリサイクルして生産した「エコプラ」のガンプラ体験キットと、特別

冊子、限定ステッカーを無料配布します。楽しくガンプラを組み立

てたあとに、ランナーを実際に回収ボックスに入れていただくこと

で、プラスチックの循環を身近に感じていただけます。 

また、9 月 29 日(木)から 10 月 2 日(日)に新宿住友ビル三角広

場で開催する「GUNDAM NEXT FUTURE -TOKYO BASE-」で、回

収したランナーを使用したインスタレーションとして『機動戦士ガン

ダム 水星の魔女』の主人公機ガンダム・エアリアルの実物大ヘッ

ドなどを展示し、ご協力いただいたファンの皆さまの想いを視覚化

したシンボルとして、リサイクルの重要性を発信していきます。各

地のイベント会場、日程などの詳細に関しては、本リリース内の

会場一覧や公式サイトをご確認ください。 
 
「ガンダム R 作戦 2022」開催概要 
日時 2022 年 7 月 16 日(土)よりスタート 各会場で開催期間が異なります。 

会場 全国 45 か所以上（詳細は本リリース内の「会場一覧」に記載） 

参加費 無料  

内容 

① 「エコプラ 1/144 RX-78-2 ガンダム 組み立て体験会 Ver.」、特別冊子、限定ステッカーの配布 

② エコプラをその場で組み立てることができる組み立て体験会の実施 

③ ガンプラのリサイクル活動について学べる展示の実施 

④ 使用済みランナーの回収 

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

 ガンダムを通じてリサイクルへの関心を高める活動 

「ガンダム R
リサイクル

作戦 2022」 

規模を拡大し全国 45 か所以上での開催が決定 
「GUNDAM NEXT FUTURE -BASE SERIES-」 渋谷・名古屋・大阪会場の開催内容決定 

R 作戦のほか、有名アーティストとのコラボレーション展示などを実施 

 

https://bandai-hobby.net/site/operation-R/
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「ガンダム R 作戦 2022」会場一覧 

エリア 施設名 開催日 

北海道 札幌 PARCO 10 月 22 日（土）・23（日） 

宮城県 仙台 PARCO 8 月 27 日（土）・28 日（日） 

山形県 鶴岡市 S-MALL（エスモール） 9 月 17 日（土）・18 日（日） 

埼玉県 浦和 PARCO 8 月 20 日（土）・21 日（日） 

埼玉県 新所沢 PARCO 9 月 24 日（土）・25 日（日） 

埼玉県 ステラタウン 10 月 15 日（土）・16 日（日） 

埼玉県 三井ショッピングパーク ららぽーと新三郷 10 月 22 日（土）・23 日（日） 

千葉県 津田沼 PARCO 9 月 10 日（土）・11 日（日） 

千葉県 三井ショッピングパーク ららぽーと柏の葉 9 月 23 日（金・祝）～25 日（日） 

東京都 THE GUNDAM BASE TOKYO 
8 月 2 日（火）・3 日（水）・9 日（火）・10 日（水）・23 日（火）・24 日（水）・30 日（火）・

31 日（水) 

東京都 吉祥寺 PARCO 8 月 6 日（土）・７日（日） 

東京都 
渋谷 PARCO 

（SHIBUYA MINI BASE） 
8 月 6 日（土）～8 月 14 日（日） 

東京都 錦糸町 PARCO 8 月 20 日（土）・21 日（日） 

東京都 有明ガーデン 8 月 27 日（土）・28 日（日） 

東京都 調布 PARCO 9 月 3 日（土）・4 日（日） 

東京都 
三井ショッピングパーク アーバンドック  

ららぽーと豊洲 
9 月 10 日（土）・11 日（日） 

東京都 ひばりヶ丘 PARCO 9 月 17 日（土）・18 日（日） 

東京都 新宿住友ビル 三角広場 9 月 23 日（金・祝）～25 日（日） 

「プラモガールズプロジェクト（※）」から誕生したユニット「LINKL PLANET（リンクルプラ

ネット／略称 リンプラ）」が、「ガンダム R 作戦 2022」の一部の会場に登場します。 

※「プラモガールズプロジェクト」とは…株式会社 BANDAI SPIRITS のプラモデル公式

PR アンバサダーが、ファンの皆さまと一緒に学びながら、プラモデルの楽しさを世に広

めていくプロジェクトです。 

「エコプラ 1/144 RX-78-2 ガンダム 組み立て体験会 Ver.」 

限定ステッカー 

会場イメージ 
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東京都 新宿住友ビル 三角広場 （TOKYO BASE） 9 月 29 日（木）～10 月 2 日（日） 

神奈川県 
横浜ランドマークタワー（ランドマークプラザ）

（YOKOHAMA BASE） 
7 月 16 日（土）～31 日（日） 

神奈川県 
MARK ⅠS みなとみらい 

（YOKOHAMA BASE） 
7 月 16 日（土）～18 日（月・祝）・23 日（土）・24 日（日）・30 日（土）・31 日（日） 

神奈川県 三井ショッピングパーク ららぽーと湘南平塚 10 月 8 日（土）・9 日（日） 

石川県 片町きらら 9 月 3 日（土）・4 日（日） 

静岡県 静岡 PARCO 9 月 3 日（土）・4 日（日） 

静岡県 富士山静岡空港 9 月 10 日（土）・11 日（日） 

愛知県 名古屋 PARCO（NAGOYA BASE） 8 月 6 日（土）～8 月 14 日（日） 

愛知県 THE GUNDAM BASE SATELLITE NAGOYA 8 月 23 日（火）・24 日（水） 

京都府 京都河原町ガーデン 7 月 30 日（土）・31 日（日） 

京都府 THE GUNDAM BASE SATELLITE KYOTO 8 月 23 日（火）・24 日（水） 

大阪府 グランフロント大阪（OSAKA BASE） 8 月 19 日（金）～9 月 4 日（日） 

大阪府 心斎橋 PARCO 8 月 27 日（土）・28 日（日） 

大阪府 三井ショッピングパーク ららぽーと EXPOCITY 10 月 15 日（土）・16 日（日） 

大阪府 ベルファ都島ショッピングセンター 10 月 8 日（土）・9 日（日） 

大阪府 淀屋橋 odona 10 月 29 日（土）30 日（日） 

広島県 広島 PARCO 8 月 6 日（土）・7 日（日） 

徳島県 イオンモール徳島 10 月 22 日（土）・23 日（日） 

香川県 イオンモール綾川 9 月 23 日（金・祝）～25 日（日） 

香川県 イオンモール高松 10 月 15 日（土）・16 日（日） 

愛媛県 エミフル MASAKI 8 月 6 日（土）・7 日（日） 

愛媛県 イオンモール新居浜 11 月 5 日（土）・6 日（日） 

福岡県 THE GUNDAM BASE FUKUOKA 
8 月 2 日（火）・3 日（水）・9 日（火）・10 日（水）・23 日（火）・24 日（水）・30 日（火）・

31 日（水) 

福岡県 GUNDAM SIDE-F 
8 月 2 日（火）・3 日（水）・9 日（火）・10 日（水）・23 日（火）・24 日（水）・30 日（火）・

31 日（水) 

福岡県 リバーウォーク北九州 9 月 3 日（土）・4 日（日） 

福岡県 福岡 PARCO 10 月 1 日（土）・2 日（日） 

大分県 パークプレイス大分 9 月 17 日（土）・18 日（日） 

沖縄県 PARCO 沖縄  8 月 20 日（土）・21 日（日） 

 

※イベント実施内容は、予告なく変更または中止になる場合がございます。 

※感染症対策、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。 

※組み立て体験会のご参加やプラモデルの配布は、お一人様 1 回までとさせていただきます。 また数に限りがございます。 

※6 才未満の方は保護者の同伴が必要です。 

※会場では、ご自宅にあるランナーの回収も行います。回収はガンプラのランナーのみとなります。 

※今後開催会場が増える可能性がございます。 

※各会場で参加方法が異なる場合がございます。詳しくは「ガンダム R 作戦 2022」公式サイトをご確認ください。 
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GUNDAM NEXT FUTURE -BASE SERIES- 渋谷、名古屋、大阪会場について                         

『機動戦士ガンダム 水星の魔女』の展示を中心とした全てのガンダムファンが楽しめるスペシャルイベントを、

日本各地で開催します。各会場では『機動戦士ガンダム 水星の魔女』の前日譚「PROLOGUE」の大画面での

上映会を実施し、さらに多くの方に楽しんでいただけるように前日譚「PROLOGUE」のオンライン試写会参加チ

ケットの入ったスタンプラリーの台紙の配布も行います。賞品がもらえるスタンプラリーや各会場独自の展示な

ど、盛りだくさんの内容となっています。 

「GUNDAM NEXT FUTURE」公式サイト：https://bandai-hobby.net/site/gnf/  

 

SHIBUYA MINI BASE 
日時 8 月 5 日(金)～8 月 21 日(日) 

会場 渋谷 PARCO（東京都） 

 

NAGOYA BASE 
THE GUNDAM BASE POP-UP 

TOUR 

日時 8 月 6 日(土)～8 月 21 日(日) 

会場 名古屋 PARCO（愛知県） 

 

OSAKA BASE 
日時 8 月 19 日(金)～9 月 4 日(日) 

会場 グランフロント大阪（大阪府） 

 

TOKYO BASE 
日時 9 月 29 日(木)～10 月 2 日(日) 

会場 新宿住友ビル 三角広場（東京都） 

※実施内容は会場によって一部異なります。 

※SHIBUYA MINI BASE、OSAKA BASE での物販はございません。 

※YOKOHAMA BASE は 7 月 16 日（土）～7 月 31 日（日）で開催中です。 

 

第 2～4 弾となる渋谷､名古屋､大阪エリアの開催内容を以下でご紹介します。TOKYO BASE の詳細について

は、後日お知らせします。 

 

                     

日時 
2022 年 8 月 5 日(金)～8 月 21 日(日)  

※企画により開催時期が異なります。 

会場 

渋谷 PARCO 内  

・1F 公園通り広場  

・4F EVENT SPACE  

･6F GG Shibuya Mobile esports café&bar (8 月 6 日(土)～8

月 14 日(日)) 

協力 渋谷 PARCO 

参加費 無料  

内容 

① ガンダム×アーティストコラボ特別展示 

② 2m 大のガンダム･エアリアル立像の展示 

③ 『機動戦士ガンダム 水星の魔女』前日譚「PROLOGUE」

上映会 

④ 「ガンダム R 作戦 2022」@渋谷 PARCO 

⑤ スタンプラリー 

公式サイト https://bandai-hobby.net/site/gnf/base/shibuya/ 

※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。 

 

–SHIBUYA MINI BASE- 開催内容 

https://bandai-hobby.net/site/gnf/
https://bandai-hobby.net/site/gnf/base/shibuya/
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① ガンダム×アーティスト カーティス・クリグ氏 コラボ作品特別展示／歴代ガンダムシリーズ演出展示 

ニューヨークを拠点に活動するアーティスト カーティス・クリグ氏。彼の代表的なアートで、日本でも人気を誇る

「Love Me」デザインのオリジナルガンダムスペシャル展示を、渋谷 PARCO 4F のイベントスペースで開催しま

す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに 4F のイベントスペースでは、TV アニメーション最新作『機動

戦士ガンダム 水星の魔女』の作品紹介コーナーや、鏡と LED で

幻想的な宇宙空間を表現したエリア「インフィニティ」での歴代ガン

ダム作品の演出展示を行います。 

 

 

 

 

② 公園通り広場に 2m 大のガンダム･エアリアル立像が登場 

ガンダム･エアリアル立像が渋谷 PARCO1F の公園通りに面したエントランスに登場します。 

 

③ 『機動戦士ガンダム 水星の魔女』前日譚「PROLOGUE」上映会を実施 

機動戦士ガンダム 水星の魔女』アニメ本編の前日譚「PROLOGUE」を上映します｡また､『機動戦士ガンダム 

水星の魔女』の前日譚「PROLOGUE」を視聴可能なオンライン試写会参加チケットが入ったスタンプラリー台紙

を配布します。 

■期間：8 月 6 日(土)～8 月 14 日(日) 11:30、12:30、13:30、14:30、15:30、16:30、17:30、18:30、19:30(全 9 回) 

■会場：6F GG Shibuya Mobile esports café&bar 

※混雑状況によっては整理券を配布します｡ 

 

④ 「ガンダム R 作戦 2022」@渋谷 PARCO 

■期間：8 月 6 日(土)～8 月 14 日(日) 11：00～20：00 

■会場：6F GG Shibuya Mobile esports café&bar  

■配布方法：「PROLOGUE」上映会参加者への先着無料配布 

 

⑤ 限定アイテムがもらえる「GUNDAM NEXT FUTURE –SHIBUYA MINI BASE-」スタンプラリー 

「GUNDAM NEXT FUTURE –SHIBUYA MINI BASE-」の 3 つの会場でスタンプラリーを開催します。賞品として、

GUNDAM NEXT FUTURE 限定アイテムをご用意しています。スタンプラリーの台紙には、『機動戦士ガンダム 

水星の魔女』の前日譚「PROLOGUE」を視聴可能なオンライン試写会参加チケットが入っています。 

試写会参加方法の詳細は、スタンプラリーの台紙でご確認ください。 

■実施時間：各会場の営業時間に準じます｡ 

 

 

Curtis Kulig（カーティス・クリグ） 
アーティストのカーティス・クリグは、ニューヨークを拠点に活動。 10 年前、彼の個人的
な嘆願「Love Me」は都市構造の一部になり、彼のシンプルなメッセージは、愛、幸福、
普遍的な受容を祝う運動へと繋がる。 
クリグの作品は、カルティエ、ナイキ、ペンデルトン等のブランドから委託されたデザイ
ンプロジェクトだけでなく、絵画や彫刻を含む様々な媒体に及ぶ。 
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【スタンプ設置場所】 

(1) 渋谷 PARCO 4F EVENT SPACE  

(2) 渋谷 PARCO 6F GG Shibuya Mobile esports café&bar 前スペース 

(3) ダイバーシティ東京 プラザ 7F｢THE GUNDAM BASE TOKYO｣  

賞品交換は(1)､(3)どちらでも可能です｡ 

 

【賞品】 

3 個のスタンプをすべて集めると､全高約 100mm の｢ガンプラトライアル

キット RX-78-2 ガンダム｣と、キットに使用できる「GUNDAM NEXT 

FUTURE」オリジナルマーキングシールをプレゼントします。 

※「ガンプラトライアルキット RX-78-2 ガンダム」は「GUNDAM NEXT FUTURE」オリジナルで

はありません。 
 

【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。開催時間は各会場の営業時間に準じます｡ 

・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。 

・スタンプ台紙は十分な数をご用意しておりますが、配布数には限りがございます。 

・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。 

・本賞品の対象年齢は 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。 

 

 

 

日時 
2022 年 8 月 6 日(土)～8 月 21 日(日)  

※企画により開催時期が異なります。 

会場 

名古屋 PARCO 内  

・南館 7F EVENT SPACE  

・西館 6F PARCO GALLERY(8 月 6 日(土)～8 月 14 日(日)) 

・東館 8F センチュリーシネマ(8 月 15 日(月)～8 月 21 日(日)) 

協力 名古屋 PARCO 

参加費 無料  

内容 

① 名古屋 PARCO 壁面に実物大ガンダム･エアリアルが登場 

② 『機動戦士ガンダム 水星の魔女』最新情報や歴代ガンダ

ムシリーズ展示＆ジオラマ展示 

③ ｢THE GUNDAM BASE POP-UP TOUR 名古屋｣と併設し、

GUNDAM NEXT FUTURE 限定商品などの販売 

④ 『機動戦士ガンダム 水星の魔女』前日譚「PROLOGUE」上

映会 

⑤ 「ガンダム R 作戦 2022」@名古屋 PARCO 

⑥ スタンプラリー 

公式サイト https://bandai-hobby.net/site/gnf/base/nagoya/   

※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。 

 

① 名古屋 PARCO 壁面に実物大ガンダム･エアリアルが登場！ 

GUNDAM NEXT FUTURE 開催を記念して､実物大のガンダム･エアリアルが名

古屋 PARCO 壁面に登場します｡ 

 

 

 

-NAGOYA BASE- /THE GUNDAM BASE POP-UP TOUR 開催内容 

スタンプデザインの一例 

https://bandai-hobby.net/site/gnf/base/nagoya/
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② 2m 大のエアリアル立像を用いたプロジェクションマッピング 

『機動戦士ガンダム 水星の魔女』の展示やガンプラジオラマ展示 

2m 大のガンダム・エアリアル立像を用いたプロジェクションマッピングを初公開します。また、『機動戦士ガンダ

ム 水星の魔女』の作品情報と関連商品の展示、初公開となるガンプラのジオラマ展示をお楽しみいただけま

す。 

■会場：南館 7F EVENT SPACE 

 

③ 併設の｢THE GUNDAM BASE POP-UP TOUR 名古屋｣で「GUNDAM NEXT FUTURE」限定商品などを販売 

■会場：南館 7F EVENT SPACE 

 

※販売商品の詳細は「GUNDAM NEXT FUTURE」公式サイトをご確認ください。 

※1 回の会計でご購⼊いただける数量は、1 商品につき 1 個、合計 10 個までとなります。 

※全ての商品が、数量限定での販売となります。売切れの際はご了承ください。 

※GUNDAM NEXT FUTURE 限定品以外のイベント限定品に関しては、販売されない会場がある可能性があります。 

※GUNDAM NEXT FUTURE 限定品のみ、売り切れの際、通信販売を実施する予定です。 

※販売商品は状況により、予告なく変更・中止になる場合がございます。 

 

 

 

④ 『機動戦士ガンダム 水星の魔女』前日譚「PROLOGUE」上映会を実施 

『機動戦士ガンダム 水星の魔女』アニメ本編の前日譚「PROLOGUE」を大画面で上映します｡ 

■会場､期間：PARCO GALLERY/ 8 月 6 日(土)～8 月 14 日(日) 

センチュリーシネマ/8 月 15 日(月)～8 月 21 日(日)  

■時間： PARCO GALLERY 11:30､12:30､13:30 14:30 15:30 16:30 

     17:30 18:30 19:30(全 9 回) 

      センチュリーシネマ 12:30､17:35、18:20、19:05（全 4 回） 

※混雑状況によっては整理券を配布いたします｡ 

 

⑤ ガンダム R（リサイクル）作戦@名古屋 PARCO 

■期間：8 月 6 日(土)～8 月 14 日(日) 11：00～20：00 

■会場：西館 6F PARCO GALLERY   

■配布方法：「PROLOGUE」上映会参加者への先着無料配布  

 

⑥ 限定アイテムがもらえる「GUNDAM NEXT FUTURE -NAGOYA BASE-」スタンプラリー 

「GUNDAM NEXT FUTURE -NAGOYA BASE-」の 3 つの会場でスタンプラリーを開催します。賞品として、

「GUNDAM NEXT FUTURE」限定アイテムをご用意しています。スタンプラリーの台紙には、『機動戦士ガンダム 

水星の魔女』の前日譚「PROLOGUE」を視聴可能なオンライン試写会参加チケットが入っています。 

試写会参加方法の詳細は、スタンプラリーの台紙でご確認ください。 
※8 月 15 日（月）～8 月 21 日（日）の期間は、南館 7F EVENTSPACE で､オンライン試写会参加チケットの入ったリーフレットを配布します。 

■期間：8 月 6 日(土)～8 月 14 日(日)  

 

【スタンプ設置場所】 

(1)名古屋 PARCO 南館 7F EVENT SPACE 

(2)名古屋 PARCO 西館 6F PARCO GALLERY 

(3)イオンモールナゴヤドーム前 3 階 namco イオンモールナゴヤドーム前店内 

｢THE GUNDAM BASE SATELLITE NAGOYA｣ 

賞品交換は(2)､(3)どちらでも可能です｡ 

「GUNDAM NEXT FUTURE」限定 

ENTRY GRADE 1/144 RX-78-2 ガンダム[クラシックカラー] 

価格: 1,100 円（税 10%込） 
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【賞品】 

3 個のスタンプをすべて集めると､全高約 100mm の｢ガンプラトライアルキット RX-78-2 ガンダム｣と、キットに

使用できる「GUNDAM NEXT FUTURE」オリジナルマーキングシールをプレゼントします。 

※「ガンプラトライアルキット RX-78-2 ガンダム」は「GUNDAM NEXT FUTURE」オリジナルではありません。 

 

【スタンプラリー注意事項】SHIBUYA MINI BASE に準じます。 

 

  

 

日時 2022 年 8 月 19 日(金)～9 月 4 日(日)  

会場 

グランフロント大阪内  

・北館 1F ナレッジプラザ 

・北館 2F～4F イベントスペース 

･うめきた広場 

･うめきた SHIP ホール 

協力 グランフロント大阪 

参加費 無料  

内容 

①ガンダム・エアリアルの全高約 7ｍのバルーン展示 

②1/1 ガンダムヘッドと 2m ガンダム立像が集結！ 

③『機動戦士ガンダム 水星の魔女』前日譚「PROLOGUE」上

映会 

④「ガンダム R 作戦 2022」＠グランフロント大阪 

⑤スタンプラリー 

公式サイト https://bandai-hobby.net/site/gnf/base/osaka/   

※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。 

 

① ガンダム・エアリアルを再現した全高約 7ｍのバルーン展示＆関連アイテム展示 

『機動戦士ガンダム 水星の魔女』の主人公機ガンダム・エアリアルの

全高約 7ｍのバルーンを展示します。1 時間に 4 回ほど､ 

映像や照明を使用した特別演出を間近で体感いただけます｡ 

また､全高 2m 大のガンダム・エアリアル立像がナレッジプラザに登場し

ます。 同会場では、ガンプラやガンダムフィギュアを始めとした『機動

戦士ガンダム 水星の魔女』関連の最新アイテムの展示も行います｡ 

■演出時間：11:00～21:00   

（毎時 00 分､15 分､30 分､45 分に実施） 

■会場：北館 1F ナレッジプラザ 

 

 

② 1/1 ガンダムヘッドと 2m 大の歴代ガンダムシリーズ立像が集結 

うめきた広場では､ガンプラ 1/1 ガンダムヘッドや､2m 大の歴代ガン

ダムシリーズ立像が集結します。ガンダムとの写真撮影をお楽しみ

いただけます。 

■会場：うめきた広場 

 

 

-OSAKA BASE- 開催内容 

https://bandai-hobby.net/site/gnf/base/osaka/
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③ 『機動戦士ガンダム 水星の魔女』前日譚「PROLOGUE」上映会を実施 

機動戦士ガンダム 水星の魔女』アニメ本編の前日譚「PROLOGUE」

を上映します｡また､『機動戦士ガンダム 水星の魔女』の前日譚

「PROLOGUE」を視聴可能なオンライン試写会参加チケットが入った

スタンプラリー台紙を配布します。 

■上映時間：11:00 11:45 12:30 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 

17:45 18:30 19:15 (全 12 回) 

■会場：うめきた SHIP ホール 

 

④ ガンダム R（リサイクル）作戦@グランフロント大阪 

■実施時間：11：00～18：00 

■会場：北館 2F イベントスペース 

■配布方法：先着での無料配布  
 

⑤ 限定アイテムがもらえる「GUNDAM NEXT FUTURE -OSAKA BASE-」スタンプラリー 

「GUNDAM NEXT FUTURE -OSAKA BASE-」の 3 つの会場でスタンプラリーを開催します。北館 4F イベントス

ペースでは、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。また、スタンプラリーの台紙には、

『機動戦士ガンダム 水星の魔女』の前日譚「PROLOGUE」を視聴可能なオンライン試写会参加チケットが入っ

ています。試写会参加方法の詳細は、スタンプラリーの台紙でご確認ください。 

■実施時間：11：00～21：00 

 

【スタンプ設置場所】 

(1)北館 1F ナレッジプラザ 

(2)南館 1F 南側入口（うめきた広場サブスペース横） 

(3)北館 3F イベントスペース 

※賞品交換箇所：北館 4F イベントスペース  

 

【賞品】 

3 個のスタンプをすべて集めると､全高約 100mm の｢ガンプラトライアルキット RX-78-2 ガンダム｣と、キットに

使用できる「GUNDAM NEXT FUTURE」オリジナルマーキングシールをプレゼントします。 

※「ガンプラトライアルキット RX-78-2 ガンダム」は「GUNDAM NEXT FUTURE」オリジナルではありません。 
 

【スタンプラリー注意事項】SHIBUYA MINI BASE に準じます。 

 

 

【公式サイト】 

「ガンダム R 作戦」公式サイト：https://bandai-hobby.net/site/operation-R/   

「GUNDAM NEXT FUTURE」公式サイト：https://bandai-hobby.net/site/gnf/  

『機動戦士ガンダム 水星の魔女』公式サイト：https://g-witch.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/  

 
※「ガンダム R 作戦」「GUNDAM NEXT FUTURE」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。 

※災害、悪天候または新型コロナウイルスの感染拡大などの不可抗力によるイベントの中止および変更、ならびにイベント会場内外で発生した

第三者に起因する事故、盗難その他のトラブルなどによってお客さまに生じた費用や損害（イベント中止などにおける交通費や宿泊費などを含む）

について当社は一切責任を負いません。 

※画像はすべてイメージです｡ 

※プレスリリースの内容は 2022 年 7 月 21 日(木)現在のものであり、予告なく変更する場合があります。 

 

https://bandai-hobby.net/site/operation-R/
https://bandai-hobby.net/site/gnf/
https://g-witch.net/
https://bandai-hobby.net/
https://www.bandaispirits.co.jp/


 

 ©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS 

 

 

 

 

―――――――――――――――――――――― 

【©表示について】 

日本語表示：©創通・サンライズ・MBS 

英語表示：©SOTSU・SUNRISE・MBS 

 

 

 

 

《新型コロナウイルス感染症対策について》  「GUNDAM NEXT FUTURE」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 NEXT FUTURE」公式サイト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。 


