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「ガンダムシリーズ」の新しい巡回型イベントをスタート！
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「ガンダムワールドCONTRAST in 名古屋」
2021 年 12 月 24 日（金）から 2022 年 1 月 16 日（日）に名古屋 PARCO で開催
株式会社創通（代表取締役社長：難波秀行、本社：東京都港区）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､ガンダムシリーズの新しい巡回型イベントとして､「ガンダムワ
ールド CONTRAST」をスタートし、第 1 回目として名古屋パルコにて 2021 年 12 月 24 日（金）から 2022 年 1
月 16 日（日）まで開催します｡
本イベントは、『機動戦士ガンダム』と『機動戦士ガンダム SEED』の
2 つの作品の魅力を、さまざまな視点から深掘りし、コントラスト（対
比）を織りなしていく展示形式にて、今までにないガンダムイベントとし
て展開します。展示コーナーでは２つの作品の時代背景や名場面、
主人公たちの心の成長などを 4 つのエリアに分けたコントラスト展示で
表現します。物販コーナーでは本イベントのみで販売する会場限定ガ
ンプラをはじめ、アパレル、雑貨などの限定商品を多数販売します。
なお、本日 11 月 22 日（月）より「ガンダムワールド CONTRAST」限定カラーのハロプラ付き前売り入場券をイー
プラスの販売ページ（https://eplus.jp/gundamworld-contrast/）にて販売します。※前売り入場券付属
のハロプラは、単独アイテムとしての販売予定はございません。

開催概要
「ガンダムワールド CONTRAST in 名古屋」
会期 ：2021 年 12 月 24 日（金）～2022 年 1 月 16 日（日）
会場 ：名古屋パルコ 西館 6F パルコギャラリー
（〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 3-29-1）
時間 ：11:15～20:00（最終入場 19:30）
※2021 年 12 月 31 日（金）は 11:15～18:00（最終入場 17:30）
※2022 年 1 月１日（土）は休館日
※2022 年１月２日（日）は 9:30～20:00（最終入場 19:30）
※2022 年 1 月 3 日（月）は 10:30～20:00（最終入場 19:30）
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、営業時間の変更および休業となる場
合がございます。

主催 ：ガンダムワールド CONTRAST 実行委員会
協賛 ：株式会社 SANKYO、コグナビ転職 by フォーラムエンジニアリング､株式会社エントリー
協力 ：株式会社サンライズ
公式サイト URL：https://gundamworld-contrast.com
©創通・サンライズ

入場券について
■前売り券:：一般 900 円、 小人 450 円 （全日程 日時､時間指定）
限定ハロプラ付き前売り券：一般 1,900 円、小人 1,450 円
販売期間：2021 年 11 月 22 日(月) 12 時より販売開始
パッケージ画像

※前日の 20 時まで､翌日の前売り券購入が可能
※前売り券及び限定ハロプラ付き前売り券は、なくなり次第販
売終了となります。
販売方法：イープラス販売ページにて受付

URL：https://eplus.jp/gundamworld-contrast/
■当日券：一般 1,000 円、小人 500 円
販売期間：2021 年 12 月 24 日(金)～2022 年 1 月 16 日（日）
販売方法：ガンダムワールド CONTRAST 会場受付（パルコギャラリー）にて販売します。
※当日券は、前売り券/限定ハロプラ付き前売り券の販売状況によって日程ごとに発行枚数が異なり
ます。販売がない場合もございます。
※当日券の販売状況は、当日の会場受付もしくは名古屋パルコ公式 Twitter にてご確認ください。
※限定ハロプラ付きの当日券はござません。
※入場券は全て税 10%込です。
※小人は中学生以下の方が対象（中学生のお客様は、ご入場の際に生徒手帳・学生証等のご提示が必要です）
※未就学児は入場無料ですが、必ず保護者様の同伴のもとご入場ください。
※ご入場の際はマスクの着用・手指消毒をお願いします。
※ご入場時に検温器などによる体温検査を行う予定です。
※マスク未着用の方、37.5℃以上の発熱がある方はご入場をお断りさせていただきます。
※開催期間中は、お客さまと会場スタッフの安全に配慮した新型コロナウイルス感染症対策を行ってまいります。
詳細は本イベント公式 HP（https://gundamworld-contrast.com）にてご案内いたします。

入場特典について
ご来場いただいたお客さまに、株式会社バンダイが展開する最新アーケードカード
ゲーム『機動戦士ガンダム アーセナルベース』（2022 年初春稼働開始予定）
の「ガンダムワールド CONTRAST」限定デザインスペシャルプロモーションカードをプ
レゼントします。
（お一人様 1 回の入場につき 1 枚。無くなり次第終了となります。）
『機動戦士ガンダム アーセナルベース』について
公式サイト: https://gundam-ab.com/
公式 Twitter: https://twitter.com/gundam_ab
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展示概要
■Story Wall
『機動戦士ガンダム』の主人公 アムロ・レイと、『機動戦士ガンダム SEED』の主人公キラ・ヤマトの目線でつづる Story
Wall です。それぞれの作品のストーリーを４つのエリアで展開します。各エリアの題目に合わせた空間演出や作品の名
場面をリアルに表現したジオラマ展示のほか、本イベントのために特別に描き下ろしたアムロ・レイとキラ・ヤマトの立体パ
ネルと映像を絡めた展示などを行います。
エリア１-「めぐりあい ＠コロニー」
エリア２-「仲間と孤独 ＠宇宙 I」
エリア３-「決意 ＠地球」
エリア４-「宇宙（そら）へ ＠宇宙 II」
■スペシャルフォトスポット
オリジナルビジュアルを背景に、コントラストの世界観に没入できるフォトスポットを展
開します。
■川口名人の CONTRAST ジオラマ展示
ガンプラ伝道師“川口名人“こと BANDAI SPIRITS 川口克己が製作した『機動戦士ガンダム』『機動戦士ガンダム
SEED』の新作ジオラマを展示します。
■その他コンセプト展示
各主人公の立体パネルやモビルスーツのビジュアルなど、コントラストのコンセプトを表
現した特別展示です。
■「ガンダムワールド CONTRAST」限定商品の販売
本イベント限定のガンプラをはじめ、アパレル、雑貨などの限定商品を販売します。
【ガンプラ】

パッケージ画像

ガンダムワールド CONTRAST 限定
RG 1/144 RX-78-2 ガンダム & エールストライクガンダム セット
[ガンダムワールドコントラストカラー]
5,720 円・税 10%込
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イベント限定

イベント限定

イベント先行販売

MG 1/100 RX-78-2 ガンダム Ver.3.0

MG 1/100 エールストライクガンダム Ver.RM

ENTRY GRADE 1/144 ストライクガンダム

[リサーキュレーションカラー/ネオングリーン]

[リサーキュレーションカラー/ネオンピンク]

770 円・税 10%込

5,280 円・税 10%込

4,950 円・税 10%込

【雑貨・お菓子】

ガンダムワールド CONTRAST 限定

ガンダムワールド CONTRAST 限定

クリアファイル 2 枚セット各種

ハロスマホリング

各 660 円・税 10%込

1,320 円・税 10%込

ガンダムワールド CONTRAST 限定

ガンダムワールド CONTRAST 限定

アクリルスタンド

チョコクランチ

ガンダムワールド CONTRAST 限定
マグカップ

全 10 種

1,240 円・税 8%込

1,600 円・税 10%込

各 990 円・税 10%込

※「ガンダムワールド CONTRAST」限定商品は、今後の「ガンダムワールド CONTRAST」でも販売予定です。
※イベント限定商品は、今後のガンダムイベントやガンダム施設などで販売する場合がございます。
※上記商品は販売商品の一部です。会場で販売する商品の詳細は後日公式 HP に掲載いたします。
※販売方法の詳細は「ガンダムワールド CONTRAST」公式サイト（https://gundamworld-contrast.com/）
にて後日ご案内いたします。
※商品の写真・イラストは実際の商品と一部異なる場合がございますのでご了承ください。
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「ガンダムワールド CONTRAST」公式サイト：https://gundamworld-contrast.com

