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パルコとガンダムがコラボレーション
“PARCO×GUNDAM“ CAMPAIGN 2022年7月1日(金)スタート！

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

株式会社パルコ プロモーション部： 高桑 taka-hide@parco.jp・浜田 hama-miu@parco.jp

パルコ広報事務局（株式会社イニシャル内）担当：西野、岸本、日出 TEL：03-6821-5730 FAX：03-5572-6065 

E-mail：parco@vectorinc.co.jp 050-5235-5288（岸本携帯）050‐5475‐4076（日出携帯）

株式会社パルコ（本部:東京都渋谷区／以下、

パルコ）は今年の夏～秋に掛けてロボットアニ

メの金字塔であるガンダムシリーズのTVアニ

メーション最新作『機動戦士ガンダム水星の魔

女』を中心にしたガンダムシリーズとコラボ

レーションし、2022年7月1日（金）より全国

のパルコにてキャンペーンを開催いたします。

本キャンペーンでは全４企画を展開し、ガンダ

ムと一緒に夏・秋を盛り上げます！！

■キャンペーン特設サイト：

https://parco.jp/gundam/

※コロナウイルスの感染拡大状況を鑑みて、内容や会期が変更

となる可能性がございます。

“PARCO×GUNDAM“ CAMPAIGN概要

1.PARCO グランバザール

3. COLLABORATION ITEM FAIR

2. GUNDAM NEXT FUTURE

4.ガンダム R(リサイクル) 作戦

日本各地でガンダムシリーズとファンがつ
ながるイベントを全国のPARCO10店舗で開
催。

パルコに出店する人気ブランドとガンダムのコ
ラボアイテムを9月16日より発売開始。
スペシャルプレゼントもご用意！

ガンダムを通じてリサイクルへの関心を高
めるイベント。全国のPARCO15店舗で8月
6日より順次開催予定。

夏物アイテムが全品50～30％OFFとなる半
期に一度の大セール開催！お買上げ先着ス
ペシャルプレゼント企画も実施。
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スペシャルプレゼント

１．PARCO グランバザール 7月1日(金)スタート！

パルコの半期に一度の大セール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』とタイアップ。
お買上げスペシャルプレゼント企画も実施。

タイトル ：PARCO グランバザール
日 程 ：2022年7月1日(金)～7月10日(日)

※静岡・心斎橋PARCOは6月24日(金)～7月10日(日)
内 容 ：ファッション、シューズ＆バッグ、

ジュエリー＆アクセサリー、インテリア＆雑貨など
夏物アイテムが全品50～30％OFFとなる半期に一度の
バーゲン。パルコオンラインストアでも同時開催！

※割引率はショップにより異なります。※一部除外店舗、商品がございます。

■グランバザール特設サイト：https://parco.jp/gundam/gb/

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

株式会社パルコ プロモーション部： 高桑 taka-hide@parco.jp・浜田 hama-miu@parco.jp

パルコ広報事務局（株式会社イニシャル内）担当：西野、岸本、日出 TEL：03-6821-5730 FAX：03-5572-6065 

E-mail：parco@vectorinc.co.jp 050-5235-5288（岸本携帯）050‐5475‐4076（日出携帯）

『機動戦士ガンダム水星の魔女』タイアップ、PARCO グランバザールの開催を記念して、
期間中、税込5,000円(期間中合算可)以上お買上げの全国計１万名様に先着でオリジナルノベルテ
ィを進呈。

PARCO×『機動戦士ガンダム水星の魔女』

PARCO グランバザール SPECIAL PRESENT！

期間中、税込5,000円(期間中合算可)以上お買上げの全国計１万名様に先着で

PARCO×『機動戦士ガンダム水星の魔女』オリジナルデザイン「携帯トラッシュ
ポーチ」をプレゼント！

■引換期間：2022年7月1日(金)～7月3日(日)

■引換会場：各店舗とも引換会場が異なります

※各店舗ともなくなり次第終了※詳細は特設サイトをご確認ください。

※画像はイメージです
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＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

株式会社パルコ プロモーション部： 高桑 taka-hide@parco.jp・浜田 hama-miu@parco.jp

パルコ広報事務局（株式会社イニシャル内）担当：西野、岸本、日出 TEL：03-6821-5730 FAX：03-5572-6065 

E-mail：parco@vectorinc.co.jp 050-5235-5288（岸本携帯）050‐5475‐4076（日出携帯）

２．GUNDAM NEXT FUTURE
日本各地でガンダムシリーズとファンがつながるイベントを全国のPARCO10店舗で開催！

◆GUNDAM NEXT FUTURE －BASE SERIES－◆

『機動戦士ガンダム 水星の魔女』の展示を中心に、全てのガンダムファンが楽しめるスペシャルイベント。
『機動戦士ガンダム 水星の魔女』アニメ本編の前日譚「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「PROLOGUE」のオンライン試写会参加チケットも配布。その他、賞
品がもらえるスタンプラリーや会場に合わせた展示など実施。※各イベントの詳細は随時発表

NAGOYA BASE & THE GUNDAM BASE POP-UP TOUR @名古屋PARCO
実施期間：8月6日(土)～8月21日(日)

SHIBUYA MINI BASE ＠渋谷PARCO
実施期間：8月5日(金)～8月21日(日) ※渋谷会場での物販販売はございません。

◆GUNDAM NEXT FUTURE －THE GUNDAM BASE POP-UP TOUR－◆

「ガンプラ」を主体とした公式総合施設“THE GUNDAM BASE”の魅力を凝縮したPOP-UP STOREが東京（池袋）
をはじめ、全国のPARCO9店舗にて出店。THE GUNDAM BASEでの人気アイテムに加え、GUNDAM NEXT 
FUTURE限定品他も販売予定。7月18日（月）以降の各会場では、『機動戦士ガンダム水星の魔女』アニメ本編の
前日譚「PROLOGUE」の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。

■実施会場（予定）
池袋PARCO   ：6月24日(金)～7月10日(日)
福岡PARCO   ：7月1日(金)～7月17日(日)
広島PARCO   ：7月15日(金)～7月31日(日)
心斎橋PARCO：7月22日(金)～8月7日(日)
名古屋PARCO：8月6日(土)～8月21日(日)
仙台PARCO   ：8月12日(金)～8月28日(日)
札幌PARCO   ：9月30日(金)～10月16日(日)
松本PARCO   ：開催情報は後日発表
静岡PARCO   ：開催情報は後日発表

※営業日時の変更、中止、延期になる場合がございます。
※会場によっては事前入場抽選を行う場合がございます。
※混雑状況によって入場整理券の配布などを行う場合がございます。
※入場方法や販売方法の詳細は、GUNDAM NEXT FUTURE公式サイトよりご確認ください。(https://bandai-hobby.net/site/gnf/)

2022年6月17日(金)【PRESS RELEASE】

＜GUNDAM NEXT FUTURE限定＞

“卵の殻から持続可能な社会へ、新しい未来へ”
卵殻プラスチックを使用した初の「ガンプラ」が登場

BANDAI SPIRITSでは一部のプラモデル製品に、石油由来プラスチックに替わる新素材を採用する取り組みを進めています。
本商品の素材である卵殻プラスチックは、産業廃棄物として排出される卵の殻を一部に使用した新素材です。
ポリスチレン樹脂と生物由来（バイオマス）の素材を複合することで、
商品中の石油由来プラスチックの比率を抑えます。
BANDAI SPIRITSは今後も、環境負荷低減につながる取り組みにチャレンジしていきます。

【クラシックカラーとは】
循環から生まれた成形色そのものの色味を活かした、温かみのあるクラシカルなカラーリングです。

「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） ※画像はイメージです
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３．COLLABORATION ITEM FAIR 9月16日(金)より発売開始 ！

パルコに出店する人気ブランドとガンダムのコラボレーションアイテムを発売！
■パルコ／パルコオンラインストア先行販売： 9月16日(金)～10月2日(日) 
■一般発売：10月3日(月)～
※販売時期、販売店舗についてブランドにより異なる場合がございます。

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

株式会社パルコ プロモーション部： 高桑 taka-hide@parco.jp・浜田 hama-miu@parco.jp

パルコ広報事務局（株式会社イニシャル内）担当：西野、岸本、日出 TEL：03-6821-5730 FAX：03-5572-6065 

E-mail：parco@vectorinc.co.jp 050-5235-5288（岸本携帯）050‐5475‐4076（日出携帯）

COLLABORATION ITEM スペシャルプレゼント

期間中、対象ショップで「PARCO×GUNDAM」コラボアイテムを含む
5,000円(税込)以上お買上げの計5,000名様に抽選で、
「パルコオリジナルガンプラ」 ENTRY GRADE 1/144 RX-78-2 
ガンダム（PARCO Ver.)をプレゼント。

対象店舗：コラボアイテム販売ショップ
対象期間：2022年9月16日(金)～10月2日(日)

■COLLABORATION ITEM FAIR特設サイト：
https://parco.jp/gundam/item/
※詳細は9月中旬公開予定の特設サイトよりご確認ください。

４．ガンダムR（リサイクル）作戦 PARCO15店舗で開催予定！

ガンダムを通じてリサイクルへの関心を高める活動として、株
式会社BANDAI SPIRITSが主体となり「ガンプラ」を使用した
『ガンダムR作戦』に協力し、全国のPARCO15店舗にて
8/6(土)より順次開催！

■開催予定店舗：札幌PARCO、仙台PARCO、浦和PARCO、渋
谷PARCO、錦糸町PARCO、吉祥寺PARCO、調布PARCO、ひ
ばりが丘PARCO、新所沢PARCO、津田沼PARCO、静岡
PARCO、名古屋PARCO、心斎橋PARCO、広島PARCO、福岡
PARCO
※開催時期等の詳細は後日発表
※企画内容が予告なく変更となる場合がございます。

※画像はイメージです

2022年6月17日(金)【PRESS RELEASE】

＜開催概要＞

■イベント名：ガンダムＲ(リサイクル)作戦
■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.」の無料配布
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
■入場・参加料：無料 ※画像はイメージです
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【『機動戦士ガンダム 水星の魔女』とは】

2022年10月より、毎週日曜午後5時から
MBS/TBS系全国28局ネットにて放送開始となる、
ガンダムシリーズのTVアニメーション最新作です。
アニメ本編の放送に先駆け、7月からは本編の前日
譚「PROLOGUE」の公開を予定しており、
「GUNDAM NEXT FUTURE」の各イベントにて上
映会を開催いたします。

【あらすじ】

A.S.（アド・ステラ）122――
数多の企業が宇宙へ進出し、巨大な経済圏を構築す
る時代。
モビルスーツ産業最大手「ベネリットグループ」が
運営する「アスティカシア高等専門学園」に、辺境
の地・水星から一人の少女が編入してきた。
名は、スレッタ・マーキュリー。
無垢なる胸に鮮紅の光を灯し、少女は一歩ずつ、新
たな世界を歩んでいく。

※詳細は『機動戦士ガンダム水星の魔女』公式サイトおよび公式Twitterをご覧ください。
公式サイト：g-witch.net
公式Twitter：＠G_Witch_M
ティザーPV：https://youtu.be/zo3clofIZ2Q
推奨ハッシュタグ：#水星の魔女 #G_Witch

【ガンダムシリーズとは】
1979 年のTV アニメーション『機動戦士ガンダム』放映開始以降、40年以上に渡り株式会社サンライズ
（現・株式会社バンダイナムコフィルムワークス）が製作する映像作品を中心に、プラモデルや家庭用ゲ
ーム、ネットワークコンテンツ、映像音楽パッケージなどの商品・サービスが幅広い年齢層に支持されて
います。1980年に発売開始した代表商品の一つである「ガンプラ」（ガンダムのプラスチックモデル）
はガンプラリアルシリーズとSD シリーズとの累計出荷数7 億個（2021 年3月末時点）以上を販売するヒ
ット商品となり、近年ではアジアを中心に北米、欧州など海外の販売シェアを拡大しています。
その他にも家庭用ゲーム、ネットワークコンテンツ、業務用ゲームなど幅広く展開し、昨今では国内だけ
でなくアジアや北米をはじめとした全世界展開や、サステナブル活動への取り組みを推進しています。

【©表示について】
※1ページ目「PARCO×GUNDAM」、および3ページ目「GUNDAM NEXT FUTURE」に関する画像及び
ロゴ等をご掲載の際には、必ず下記の©表示をご記載いただきますよう、お願い申し上げます。
日本語表示：©創通・サンライズ©創通・サンライズ・MBS
英語表示：©SOTSU・SUNRISE ©SOTSU・SUNRISE・MBS

※2ページ目「PARCO グランバザール」、および5ページ目『機動戦士ガンダム 水星の魔女』に関する画
像及びロゴ等をご掲載の際には、必ず下記の©表示をご記載いただきますよう、お願い申し上げます。
日本語表示：©創通・サンライズ・MBS
英語表示：©SOTSU・SUNRISE・MBS

※その他のガンダムシリーズに関する画像及びロゴ等をご掲載の際には、必ず下記の©表示をご記載いた
だきますよう、お願い申し上げます。
日本語表示：©創通・サンライズ
英語表示：©SOTSU・SUNRISE
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主人公機
ガンダム・エアリアル

主人公
スレッタ・マーキュリー

https://g-witch.net/
https://twitter.com/g_witch_m
https://youtu.be/zo3clofIZ2Q

