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2023 年 2 月 17 日 

バンダイナムコグループ ガンダムプロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、2023 年 4 月より

MBS／TBS 系全国 28 局ネットで『機動戦士ガンダム 水星の魔女』Season 2 が放送開始となるこ

とを記念し、作品初の単独展示イベント「機動戦士ガンダム 水星の魔女 EXPO」を 2023 年 3 月

10 日(金)～3 月 12 日(日)の 3 日間、渋谷キャストで開催します。 

 

本イベントは、Season 1 の魅力を振り返り、Season 2 への架け橋となるような、『機動戦士ガ

ンダム 水星の魔女』の世界観を存分に感じられる内容です。主人公機「ガンダム・エアリアル

（改修型）立像」（2m 大）や、作中に登場する印象的なシーンを再現した「グエルのキャンプ」、

決闘の様子を LED 映像で体感できるブース、本イベント会場でのみ聴くことのできる各キャラク

ターのオリジナルボイス、新商品などを初展示します。また、バンダイナムコグループ公式通販

サイト「プレミアムバンダイ」で、本イベントを記念した期間限定商品の販売も実施します。 

  

さらに、2023 年 3 月 6 日（月）～3 月 14 日（火）の期間、渋谷駅前周辺の 50 か所以上で『機

動戦士ガンダム 水星の魔女』の世界観をお楽しみいただける広告展開も行います。 

 

 

日時 
2023 年 3 月 10 日(金)～3 月 12 日(日) 

10 日（金）11:00～20:00／11 日（土）、12 日（日）10:00～20:00 

会場 渋谷キャスト スペース・ガーデン 東京都渋谷区渋谷 1-23-21 

入場料 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 

公式サイト https://bandai-hobby.net/site/g-witch_expo2023/  

 

※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あります。 

 
『機動戦士ガンダム 水星の魔女』Season 1 の魅力を振り返り、 

23 年 4 月に放送開始となる Season 2 への架け橋となる 3 日間の入場無料イベント 

「機動戦士ガンダム 水星の魔女 EXPO」詳細決定 

3 月 10 日(金)～12 日(日) 渋谷キャストにて開催 
 

https://bandai-hobby.net/site/g-witch_expo2023/
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＜イントロダクション＞ 

 

株式会社ガンダムを立ち上げたミオリネは、自社の PR 活動に利用できると判断して、 

地球の企業からとあるイベントの企画運営を請け負うことを決める。 

イベント名は「機動戦士ガンダム 水星の魔女 EXPO」。 

社長のミオリネに指示され、スレッタをはじめとした株式会社ガンダムの社員一同は、 

このイベントを成功させようと奔走する―― 

 

 

＜入場者特典＞ 

・『機動戦士ガンダム 水星の魔女』Season2 スペシャルブックレット 

・「機動戦士ガンダム 水星の魔女 EXPO」スペシャルステッカー（全 8 種） 

※ご入場 1 回につき 1 枚をお渡しします。ステッカーの種類はお選びいただけません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜展示内容＞ 

【ガーデン（屋外エリア）】 

■ガンダム・エアリアル（改修型）立像 

ガンダムシリーズのプラモデル、ガンプラの新商品「HG 1/144 ガンダムエアリアル(改修型)」の

設計データを基にした 2m 大の「ガンダム・エアリアル（改修型）立像」を初展示します。「ガン

ダム・エアリアル立像」（2ｍ大）とともに立ち並び、迫力の姿をお楽しみいただけます。同ブー

スでは「HG 1/144 ガンダムエアリアル(改修型)」の商品を初展示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■グエルのキャンプ 

『機動戦士ガンダム 水星の魔女』の登場キャラクターの一人であるグエルが、アスティカシア高

等専門学園の敷地内で一人でキャンプする様子を再現した「グエルのキャンプ」ブースです。 

開催内容 

「機動戦士ガンダム 水星の魔女 EXPO」スペシャルステッカー（全 8 種） 
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■決闘ダイジェスト映像ブース 

本会場が初めての展示となる LED 画面で囲まれた特設空間で、Season1 で描かれたスレッタたち

の迫力ある決闘の様子を体感できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■フォトスポット 

イベント会場の各所にフォトスポットを設置します。各所で写真撮影をお楽しみください。 

 

【スペース（屋内エリア）】 
■パネル＆ジオラマ展示 

Season1 のストーリーを振り返るパネル展示とともに、これまでの名シーンをガンプラを用いた

ジオラマで再現します。 

 

■新商品の展示 

本イベントで初展示となる『機動戦士ガンダム 水星の魔女』新商品（一部） 
 

 

 

 
HG 1/144 ガンダムエアリアル(改修型) 

3 月 18 日発売予定 1,870 円(税 10%込) 
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その他にも、カプセルトイ、カード、アパレル、フィギュア、ステーショナリーなどの新商品を

多数展示予定です。※本イベント会場での販売はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

■メッセージコーナー 

お客さまが『機動戦士ガンダム 水星の魔女』への想いや応援メッセージなどを自由に書き込める

コーナーです。 

 

 

 

「機動戦士ガンダム 水星の魔女 EXPO」の開催を記念した期間限定商品

を、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」で

販売します。アクリルスタンドや、ステーショナリー、マグカップなど

を「機動戦士ガンダム 水星の魔女 EXPO」オリジナルのデザインで展開

します。商品の詳細は「機動戦士ガンダム 水星の魔女 EXPO」公式サイ

トでお知らせします。 

 

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」：

https://p-bandai.jp/  

※本イベント会場での販売はありません。 

※後日 THE GUNDAM BASE で販売する場合があります。 

 

「機動戦士ガンダム 水星の魔女 EXPO」開催記念 期間限定商品 

HG 1/144 デミバーディング 

6 月発売予定 2,090 円(税 10%込) 

HG 1/144 ガンダムシュバルゼッテ 

6 月発売予定 2,090 円(税 10%込) 

機動戦士ガンダム 水星の魔女 新商品(仮) 

6 月発売予定 1,540 円(税 10%込) 

HG 1/144 ディランザソル 

４月発売予定 1,760 円(税 10%込) 

HG 1/144 ザウォートヘヴィ 

４月発売予定 1,760 円(税 10%込) 

HG 1/144 ハインドリーシュトルム 

5 月発売予定 1,760 円(税 10%込) 

クリアファイルセット（イメージ） 

770 円(税 10%込) 

https://p-bandai.jp/
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2023 年 3 月 6 日（月）～3 月 14 日（火）の期間、渋谷駅前周辺 50 か所以上で『機動戦士ガンダ

ム 水星の魔女』の世界観をお楽しみいただける大型看板やポスターなどを一斉に掲出します。 

オリジナルデザインのポスター全 9 種では、記載の二次元コードを読み取ると、キャラクターと

AR 写真を撮影することが可能です。 

 

詳細は『機動戦士ガンダム 水星の魔女』渋谷ジャック特設ページでお知らせします。 

『機動戦士ガンダム 水星の魔女』渋谷ジャック 特設ページ：https://bandai-hobby.net/site/g-witch/shibuya-jack/ 

  

 

 

※掲出期間は予告なく変更される可能性がございます。 

※ビルや店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。 

※撮影の際は、安全に配慮し交通や周辺の妨げにならないようお願いいたします。 

 

 

【公式サイト】 

「機動戦士ガンダム 水星の魔女 EXPO」公式サイト：https://bandai-hobby.net/site/g-witch_expo2023/  

『機動戦士ガンダム 水星の魔女』渋谷ジャック 特設ページ：https://bandai-hobby.net/site/g-witch/shibuya-jack/  

『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：https://www.bandaispirits.co.jp/  

 

 

※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。 

※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。 

※会場内の各イベントご参加の際の注意事項等は「機動戦士ガンダム 水星の魔女 EXPO」公式サイトをご確認ください。 

※画像はすべてイメージです｡ 

※プレスリリースの内容は 2023 年 2 月 17 日(金)現在のものであり、予告なく変更する場合があります。 

 

 

 

 

水星の魔女、渋谷に現る。 『機動戦士ガンダム 水星の魔女』渋谷駅周辺広告ジャック 

広告掲出場所の一部 

グリーン：大型看板掲出箇所 オレンジ：ポスター掲出箇所 

https://bandai-hobby.net/site/g-witch/shibuya-jack/
https://bandai-hobby.net/site/g-witch_expo2023/
https://bandai-hobby.net/site/g-witch/shibuya-jack/
https://g-witch.net/
https://bandai-hobby.net/
https://www.bandaispirits.co.jp/
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《新型コロナウイルス感染症対策について》  本イベント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、「機動戦士ガンダム 水星の魔女EXPO」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よろしくお願いいたします。 

■『機動戦士ガンダム 水星の魔女』とは 

 

その魔女は、ガンダムを駆る。 

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。 

 

〈放送情報〉 

Season1： 

各種動画配信サービスにて好評配信中 

BS11 ガンダムアワー毎週金曜よる 7 時～放送中 

MBS・TBS“アニメイズム”枠にて毎週金曜深夜 2 時 25 分～放送中 

 

Season2： 

2023 年 4 月 毎週日曜午後 5 時 

MBS/TBS 系全国 28 局ネットにて放送開始 

 

〈スタッフ〉※短縮表記 

企画・制作：サンライズ、原作：矢立 肇／富野由悠季、監督：小林 寛、シリーズ構成・脚本：大河内一楼、 

キャラクターデザイン原案：モグモ、メインキャラクターデザイン：田頭真理恵、 

キャラクターデザイン：戸井田珠里／高谷浩利、 

メカニカルデザイン：JNTHED／海老川兼武／稲田 航／形部一平／寺岡賢司／柳瀬敬之、 

音楽：大間々 昂 

 

〈キャスト〉 

スレッタ・マーキュリー：市ノ瀬加那、 ミオリネ・レンブラン：Lynn、  

グエル・ジェターク：阿座上洋平、 エラン・ケレス：花江夏樹、 シャディク・ゼネリ：古川 慎 

 

〈関連リンク〉 

公式サイト ▶ g-witch.net   公式 Twitter ▶ ＠G_Witch_M  

公式 TikTok ▶ @g_witch_m  予告 PV 第二弾 ▶ https://youtu.be/dVLIl2lct_A   

 

〈推奨ハッシュタグ〉 

#水星の魔女 #G_Witch 

Season2 ティザービジュアル 

https://g-witch.net/
https://twitter.com/g_witch_m
https://www.tiktok.com/@g_witch_m
https://youtu.be/dVLIl2lct_A

