２０２２年 7 月 21 日
各 位
一般社団法人グランフロント大阪ＴＭＯ

TV アニメーション最新作『機動戦士ガンダム 水星の魔女』放送記念
次なるガンダムの未来を目指して行う過去最大級のガンダム総合イベント

「GUNDAM NEXT FUTURE -OSAKA BASE-」
ナレッジプラザでの全高約 7m の巨大バルーン展示等、詳細決定！
この度、グランフロント大阪（大阪市北区大深町）では、２０２２年８月１９日（金）から９月４日（日）まで開催
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される、「GUNDAM NEXT FUTURE –OSAKA BASE-」に特別協力し、館内各所で多種多様な企画
を展開いたします。
本催事は、ガンダムシリーズ TV アニメーション最新作『機動戦士ガンダム
水星の魔女』（MBS／TBS 系にて、本年 10 月より毎週日曜 17 時～）の放
送を記念し、次なるガンダムの未来を目指してさまざまな形態で行われる
ガンダム総合イベント「GUNDAM NEXT FUTURE」のうち、全国５エリア
で開催する参加型の「BASE SERIES」の一環となります。
「OSAKA BASE」となるグランフロント大阪では期間中、北館１階ナレッ
ジプラザの広大な吹き抜け空間を活かした、全高約７ｍの巨大バルーンを
展示するほか、うめきた広場には大迫力の１/1（実物大）ガンダムヘッドや、
２ｍ大の歴代ガンダムシリーズの立像が大集結。
更にはうめきたＳＨＩＰホールの巨大スクリーンで『機動戦士ガンダム 水星
の魔女』の前日譚となる「PROLOGUE」の特別上映会を実施するほか、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」の実施や、限定アイテムを入手できる「スタンプラリー」を開催
いたします。

🄫創通・サンライズ 🄫創通・サンライズ・MBS

グランフロント大阪ならではの会場の特性を活かし、ガンダムファンは元より、当施設にお越しくださる多
くの皆さまにお楽しみいただける内容となっております。
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※次頁以降、詳細となります。
ベース

【催事名称】 「GUNDAM NEXT FUTURE –OSAKA BASE-」
【催事期間】 ２０２２年８月１９日（金）～９月４日（日）
【開催場所】 グランフロント大阪 館内各所
【参 加 費】 無 料
【主

催】 バンダイナムコグループ ガンダムプロジェクト、株式会社 BANDAI SPIRITS

【協

力】 グランフロント大阪

【特設 HP】 https://bandai-hobby.net/site/gnf/base/osaka/
※本企画の日程や内容は、予告なく変更、または中止となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
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「GUNDAM NEXT FUTURE –OSAKA BASE-」 開催内容

① ガンダム・エアリアルを再現！ 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のバルーンを展示いたしま
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
ダムフィギュアをはじめとした『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｡
ナレッジプラザの吹き抜け空間に拡がる、『機動戦士ガンダム 水星の魔女』の世界を、１階ナレッジプラザの
みならず上層階からもお楽しみください。

※画像はイメージです。現在監修中につき、実際の展示とは異なる場合がございます。

■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
🄫創通・サンライズ 🄫創通・サンライズ・MBS
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②1/1 ガンダムヘッド ＆ 2m 大の歴代ガンダムシリーズ立像が大集結！
JR 大阪駅前に広がるうめきた広場では､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６体が集結。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
■内容 ／ ガンプラ１/１ガンダムヘッド、2m ガンダム立像６体の設置

③『機動戦士ガンダム 水星の魔女』PROLOGUE

特別上映会

『機動戦士ガンダム 水星の魔女』アニメ本編の
前日譚「PROLOGUE」を上映いたします｡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
配布いたします。
■会場 ／ うめきた SHIP ホール
■上映開始時間 ／ 下記 12 回（予定）
11:00～、11:45～、１２:３０～
1３:１５～、1４:００～、１４:４５～
１５:３０～、１６:１５～、１７:００～
１７:４５～、１８:３０～、１９:１５～

🄫創通・サンライズ 🄫創通・サンライズ・MBS
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④「ガンダム R（リサイクル）作戦 2022」 @ グランフロント大阪
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」では、ガンダムを通じてリサイクルへの関
心を高める活動を「ガンダム R（リサイクル）作戦」と題し、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活動を 2021 年 4 月より
スタート。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」では、全国４５か所以上での実施が決定。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いたします。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。
「OSAKA BASE」では期間中連日実施し、楽しみながらリサイクルを学んでいただけます。

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

■会場 ／ 北館２F イベントスペース
■実施時間 ／ 11:00～18:00

▲限定ステッカー

■実施内容
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
■配布方法 ／ 先着での無料配布
■備考
①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のでご了承ください。
②6 才未満の方は保護者の同伴が必要です。
③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。
🄫創通・サンライズ
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⑤限定アイテムがもらえるスタンプラリー
「GUNDAM NEXT FUTURE -OSAKA BASE-」内の会場３か所を巡るスタンプラリーを開催いたします。
ゴールの北館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おります。グ
ランフロント大阪内を巡りながら、各ポイントでガンダムの世界観をお楽しみください。
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

スタンプデザインの一例

■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。

▲ガンプラトライアルキット RX-78-2 ガンダム ＋ 「GUNDAM NEXT FUTURE」オリジナルマーキングシール

🄫創通・サンライズ 🄫創通・サンライズ・MBS
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■スタンプラリー注意事項
①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。
②スタンプ台紙はお一人様 1 冊まででお願いします。
③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。
④開催期間中、賞品交換はお一人様 1 個でお願いします。
⑤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。
⑥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。

作品情報 ／ その他諸注意事項
■イベント関連情報公式サイト
・「GUNDAM NEXT FUTURE」公式サイト：https://bandai-hobby.net/site/gnf/
・「ガンダム R 作戦」公式サイト：https://bandai-hobby.net/site/operation-R/
・『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/
■新作アニメ情報
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■その他 イベントに係る諸注意事項
①「GUNDAM NEXT FUTURE –OSAKA BASE-」「ガンダム R 作戦」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。
②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。
③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。
④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）について主催者及びグランフロント大阪は一切
責任を負いません。
⑤本リリースに記載の画像はすべてイメージです｡
⑥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。

《新型コロナウイルス感染症対策について》
●「GUNDAM NEXT FUTURE」ではお客さまとイベント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、イベント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。
・イベントスタッフ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。
・また、グランフロント大阪ではお客さまならびに従業員の健康安全に配慮し、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、各種対策に取り組ん
でいます。詳細は施設公式 HP（https://www.grandfront-osaka.jp/）よりご確認ください。
●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。
・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。

＜本件に関するお問い合わせ先＞
「GUNDAM NEXT FUTURE –BASE SERIES-」 事務局
メールアドレス：gnf-base@bandai-hobby.net

以上
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