2021 年 10 月 15 日
バンダイナムコグループ ガンダムプロジェクト
ガンダムを通じてリサイクルへの関心を高める活動を 10 月 20 日(水)より全国各地にてスタート
「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」にて本活動と連携した「サステナブルデー」も展開
リサイクル

『ガンダムR 作戦』
回収したランナーを用いた特別展示を 11 月 20 日（土）・21 日（日）にフィナーレとなる新宿会場にて実施！
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、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」（「ガンダムシリーズ」のプ
ラモデル）を使用した『ガンダム R 作戦』（入場・参加無料）を 10 月 20 日（水）より約 1 か月間、全国各地で
展開します。
また、『ガンダム R 作戦』とも連携し、ガンダムのサステナブル活動の象徴として再生可能エネルギー
100％の電力で稼働している「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」にて、「サステナブルデー」（入場無
料）も同期間中に展開します。
●『ガンダム R 作戦』展開の背景
ガンダムを通じたリサイクル活動は、ファンの皆さまから回収した
「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 1 日よりスタート、ファンの皆さまのご協力により、ラ
ンナーの回収量は 1 年間で約 10 トン程度を見込んでいます。そこ
で、「ガンプラリサイクルプロジェクト」をより多くの方に知っていただ
き、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たい
という思いから、『ガンダム R 作戦』の企画をスタートしました。
『ガンダム R 作戦』展開イメージ

『ガンダム R 作戦』は、10 月 20 日（水）の“リサイクルの日”から約 1 か
月間、リサイクル材を使用することで本体の色に個体差のあるプラモデル
「エコプラ」のガンプラ体験キットと特別冊子を無料配布し、リサイクルにつ
いて学ぶ機会を提供します。楽しくガンプラを組み立てた後に、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リサイクルを身近に感じてい
ただく企画です。本企画に賛同いただいたパートナーの皆さまにもご協力
いただき、全国各地で展開を予定しています。そして、『ガンダム R 作戦』の

エコプラ 1/144 RX-78-2 ガンダム

フィナーレとして、11 月 20 日（土）・21 日（日）に新宿住友ビル三角広場

組み立て体験会 Ver.

にて『ガンダム R 作戦 FINAL 2021』を開催します。「ガンプラリサイクルプロジェクト」や『ガンダム R 作戦』
で集めたランナーを会場に集め、ファンの皆さまのご協力やその想いを視覚化したインスタレーション展示を
行い、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
内の会場情報や公式サイトをご確認ください。
※「ガンプラリサイクルプロジェクト」
バンダイナムコホールディングス、BANDAI SPIRITS、バンダイナムコアミューズメント、バンダイロジパルのグループ４社にて、2021
年 4 月 1 日よりスタートした「ガンプラ」のランナーを回収し、ファンの皆さまとともに世界初のケミカルリサイクルによるプラモデルの
製品化を目指すプロジェクトです。（https://www.bandaispirits.co.jp/hobbycenter/recycleproject.html）
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『ガンダム R 作戦』 開催概要

＜『ガンダム R 作戦』 開催概要＞
■実施名称

：

『ガンダムＲ(リサイクル)作戦』

■会場・日程

：

全国 30 会場（詳しくは、本リリース内の会場情報をご確認ください）

■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

※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。
※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。
※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。
※組み立て体験会は先着でのご参加となります。また、6 才未満の方は保護者様の同伴が必要となります。
※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）。
※組み立て体験会ご参加のその他注意事項は公式サイト（https://bandai-hobby.net/site/operation-R/）をご確認
ください。

『ガンダム R 作戦 FINAL 2021』について
『ガンダム R 作戦』のフィナーレとして、ガンプラリサイクルプロジェクトやガンダム R 作戦にて全国各地で
集めたランナーを新宿住友ビル 三角広場の会場に集め、ファンの皆さまのご協力やその想いを視覚化した
インスタレーション展示を行い、リサイクルの重要性を発信します。その他にもさまざまなコンテンツ展開を
予定しています。
＜『ガンダム R 作戦 FINAL 2021』 開催概要＞
■実施名称

：

『ガンダムＲ(リサイクル)作戦 FINAL 2021』

■実施会場

：

新宿住友ビル 三角広場 （東京都新宿区西新宿２丁目６−１）

■実施日時

：

2021 年 11 月 20 日（土）・21 日（日） 10 時～19 時

■入場・参加料 :：
■実施内容

無料

:：

●回収ランナーを使用した「1/1 ガンダムヘッド」 インスタレーション展示
全国各地で回収したランナーを使用した、1/1 スケールのガンダムヘッドを製作し、展示します。
さらに、アーティストとコラボレーションしたインスタレーション展示も予定しています。
●ガンプラの“エコ”について学べる展示やステージの実施
ガンプラのリサイクルやエコに対する取り組みを学べる展示やステージを実施予定です。
●エコプラを無料配布
来場者に、「エコプラ 1/144 RX-78-2 ガンダム 組み立て体験会 Ver.」を無料配布します。
●“エコプラ”を組み立てながら“エコ”について学べる組み立て体験ゾーン
もらった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ゾーンをご用意しています。
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●会場販売アイテム
フィナーレとなる『ガンダム R 作戦 FINAL 2021』会場では、今回のイベントの趣旨に合わせて、エコ
プラなどの会場販売を実施します。
※販売に関する詳細、諸注意などは公式サイトをご確認ください。

GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 専用エコプラ

GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 専用エコプラ

バンダイホビーセンター専用エコプラ

1/144 RX-78F00 ガンダム

1/100 RX-78F00 ガンダム

HGUC 1/144 RX-78-2 ガンダム

1,650 円・税 10%込

3,960 円・税 10%込

1,047 円・税 10%込

バンダイホビーセンター専用エコプラ

バンダイホビーセンター専用エコプラ

バンダイホビーセンター専用エコプラ

HGUC 1/144 量産型ザク

HGUC 1/144 ジム

HGUC 1/144 ガンタンク

1,047 円・税 10%込

734 円・税 10%込

838 円・税 10%込

バンダイホビーセンター専用エコプラ

バンダイホビーセンター専用エコプラ

バンダイホビーセンター専用エコプラ

HGUC 1/144 ガンキャノン

HGUC 1/144 ガンダム Mk-Ⅱ

HGUC 1/144 グフ

838 円・税 10%込

1,047 円・税 10%込

838 円・税 10%込

恐竜骨格プラモデル ティラノサウルス

恐竜骨格プラモデル トリケラトプス

1,540 円・税 10%込

1,540 円・税 10%込
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『ガンダム R 作戦』 実施会場
エリア

施設名

北海道

札幌PARCO

宮城県

仙台PARCO

山形県

会場
本館7F スペース7

開催日時
10月30日（土）・31日（日）
各日11:00～18:00

リンク先
https://sapporo.parco.jp/

本館4F 吹抜けスペース

10月30日（土）・31日（日）

https://sendai.parco.jp/pnews/detail/?id

特設会場

各日11:00～18:00

=14163

S-MALL

１F マルホンプラス前

10月23日（土）・24日（日）

（エスモール）

特設会場

各日11:00～18:00

https://happy-s-mall.com/

10月16日（土）～11月14日（日）
各日9:00～17:00
千葉県

千葉市科学館

※展示とランナー回収のみ実施

https://www.kagakukanq.com/info/ecopl

（キット配布は無し）

a_recycle211024

※企画内容が他会場と異なります。
詳しくは会場にてご確認ください。
10月23日（土）・24日（日）・30日
（土）・31日（日）
東京都

THE GUNDAM BASE TOKYO

11月3日（水・祝）・6日（土）・7
日（日）・13日（土）・14日（日）

https://www.gundam-base.net/

※開催時間については開催日の当日
店舗へお問い合わせください。
10月20日（水）～24日（日）
東京都

渋谷 ポップアップストア｜n_space

平日12:00~19:00 ／

https://nspace.sib.tv/

土日 11:00~18:00
東京都

東京都

新宿住友ビル
三角広場

有明ガーデン

特設スペース

5F Dエレベーター前

GUNDAM
神奈川県

FACTORY

カンファレンスルーム

YOKOHAMA
神奈川県

11月13日（土）・14日（日）

https://www.sumitomo-

各日11:00～18:00

sankakuhiroba.jp/events/2021113/

11月13日（土）・14日（日）

https://www.shopping-sumitomo-

各日11:00～18:00

rd.com/ariake/event/

11月3日（水・祝）
10:00～20:00
11月6日（土）・7日（日）

象の鼻テラス

各日11:00～18:00

みなとみらい線

みらいチューブ

11月13日（土）・14日（日）

みなとみらい駅

(改札外コンコース)

各日11:00～18:00

神奈川県

HaRuNe小田原

B1F うめまる広場

神奈川県

アリオ橋本

神奈川県

2F セブンカルチャー前
+HASHIMOTO BASE
ROOM
石川県

片町きらら

1F

長野県

松本PARCO

5F

11月6日（土）・7日（日）
各日11:00～18:00
11月13日（土）・14日（日）
各日11:00～18:00
11月6日（土）・7日（日）
各日11:00～18:00
10月23日（土）・24日（日）
各日11:00～18:00

https://gundam-factory.net/

https://www.zounohana.com/

http://www.mm21railway.co.jp/

http://www.harune-odawara.com/

https://hashimoto.ario.jp/

https://katamachi-kirara.com/

https://matsumoto.parco.jp/

10月23日（土）・24日（日）・30日
（土）・31日（日）
静岡県

富士山静岡空港

2F 国際線出発口前

各日12:00～17:00

http://www.mtfuji-

※10月18日（月）～10月29日（金）

shizuokaairport.jp/enjoy/

の平日も展示とランナー回収は実施
いたします。
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静岡県

愛知県

愛知県

京都府

京都府

静岡PARCO

イオンモールナゴ
ヤドーム前

名古屋PARCO

イオンモール
KYOTO

京都河原町ガーデ
ン

2F イベントスペース

10月23日（土）・24日（日）
各日11:00～18:00

https://shizuoka.parco.jp/

11月14日（日）
1F セントラルコート

※開催時間については開催日の当日

https://www.gundam-base.net/

店舗へお問い合わせください。
西館3F イベントスペー

11月13日（土）・14日（日）

https://nagoya.parco.jp/enter/detail/?i

ス

各日11:00～18:00

d=14008

10月23日（土）・24日（日）
4F 特設催事売り場

※開催時間については開催日の当日

https://www.gundam-base.net/

店舗へお問い合わせください。

7F イベントスペース

大阪府

心斎橋PARCO

14F SPACE14

兵庫県

神戸マルイ

5F イベントスペース

広島県

広島PARCO

9F 連絡通路

香川県

イオンモール高松

2F カナクラ横特設会場

愛媛県

エミフルMASAKI

11月6日（土）・7日（日）

https://www.kyoto-

各日11:00～18:00

kawaramachigarden.com/

10月23日（土）・24日（日）
各日11:00～18:00
10月30日（土）・31日（日）
各日11:00～18:00
10月23日（土）・24日（日）
各日11:00～18:00
11月13日（土）・14日（日）
各日11:00～18:00

エミモール 1F グリー

11月7日（日）

ンコート

11:00～18:00

https://shinsaibashi.parco.jp/

https://www.0101.co.jp/083/
https://hiroshima.parco.jp/

https://www.aeon.jp/sc/takamatsu/

https://emifull.jp/

10月23日（土）・24日（日）・30日
（土）・31日（日）
福岡県

THE GUNDAM BASE FUKUOKA

11月3日（水・祝）・6日（土）・7
日（日）・13日（土）・14日（日）

https://www.gundam-base.net/

※開催時間については開催日の当日
店舗へお問い合わせください。
福岡県

大分県

沖縄県

リバーウォーク北

1F 113区画（ハイド・

11月6日（土）・7日（日）

九州

アンド・シーク横)

各日11:00～18:00

パークプレイス大
分

パルコシティ

3F シャングリラ

3F 特設会場

11月6日（土）・7日（日）
各日11:00～18:00

https://riverwalk.co.jp/

https://shop.parkplace-oita.com/

10月30日（土）・31日（日）

https://www.parcocity.jp/event/detail/

各日11:00～18:00

?cd=000508
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GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 「サステナブルデー」について
バンダイナムコグループの株式会社 Evolving G が運営する「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」
にて、11 月 3 日（水・祝）に「サステナブルデー」(入場無料)を実施します。
当日は当施設内カンファレンスルームにて「ガンダム R 作戦」を実施し、先着 7,200 名（6 歳以上）の方
に「エコプラ 1/144 RX-78-2 ガンダム 組み立て体験会 Ver.」を無料配布いたします。
尚、当日は“動くガンダム”の展示施設「ACADEMY」を休止させていただきます。また、ショップでの販
売商品及びカフェのメニューを一部に限定させていただきます。
※当日の営業時間は、10:00～20:00（最終入場 19:00）です。
※“動くガンダム”を間近に見ることができる「GUNDAM-DOCK TOWER」は有料となります。
※「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」の入場者特典ガンプラ「1/200 RX-７８F00 ガンダム」は配
布いたしません。
※詳細は、公式サイト（https://gundam-factory.net/）にてご確認ください。
※ご入場に際しては事前に本イベントの公式専用アプリ“GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 公式ア
プリ”、及び“GUNDAM FACTORY YOKOHAMA チケット購入専用ウェブページ”にてご来場時間の予
約が必要となりますのでご注意ください。
URL：https://gundam-factory.eventos.tokyo/web/portal/151/event/265/
■「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」とは
全高 18m の実物大ガンダムを動かすという夢を実現し、横浜で体感いただく施設です。
『機動戦士ガンダム』TV 放映 40 周年プロジェクトの一環として、株式会社 Evolving G が横浜市と連携
し期間限定（2022 年 3 月 31 日まで）でオープンしています。
施設内には、”動くガンダム”を格納・メンテナンスワークを行うデッキ「GUNDAM-DOCK」と、”動くガン
ダム”の仕組みを楽しみながら学べる展示施設「ACADEMY」（11/3 は休止させていただきます）などから
成る「GUNDAM-LAB」の 2 つのエリアで構成されており、「GUNDAM-DOCK」には、15-18m の高さ
から”動くガンダム”の頭部やボディを間近に見ることができる特別観覧デッキ「 GUNDAM-DOCK
TOWER」も設置されています。
ガンダムという海外からも高い注目を集めるコンテンツと日本のものづくり、優れた技術力の融合をライブ
で体感頂けます。当施設へは再生可能エネルギー100%の電力が供給されており、電力由来の CO2 排出
量はゼロとなっております。公式サイト：https://gundam-factory.net/

「エコプラ」とは
BANDAI SPIRITS は、未来に向けて、すべてのプラモデルへのリサイクル材の使用を目指します。
「エコプラ」とは、プラモデルの生産工程で排出されるプラスチックや「ガンプラリサイクルプロジェクト」に
よりファンの皆さまから回収したランナーをリサイクルして作ったプラモデルです。2008 年より一部イベン
トなどの限定品として生産していましたが、通常商品にもプラスチックの再利用を今後は進めていきます。パ
ーツの一部にリサイクル材を使用した商品のパッケージへ「エコプラマーク」を表示していきます。
「エコプラ」は、回収したランナーの成形色により色が変化する為、黒く着色しての使用を主体としています
が、回収時の選別によりカラフルな色を再現する事も可能です。今後更なる活用を目指して実証実験も進め
ていきます。
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※「エコプラマーク」とイメージビジュアル

『エコプラ』公式サイト：https://bandai-hobby.net/site/ecoplaproject/

『ガンダム R（リサイクル）作戦』公式サイト：
https://bandai-hobby.net/site/operation-R/
GUNDAM FACTORY YOKOHAMA公式サイト：
https://gundam-factory.net/
GUNDAM UNIVERSAL CENTURY DEVELOPMENT ACTION（GUDA） HP：
https://www.bandainamco.co.jp/guda/

※本プレスリリースの内容は2021年１０月1５日現在のものであり、予告なく変更する場合があります。
※画像はイメージや開発中の設計データを使用した CG を含みます。実際の内容・商品とは異なる場合があります。
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