
 

   PRESS RELEASE 
バンダイナムコグループ ガンダムプロジェクト 

株式会社バンダイナムコフィルムワークス 

2023年 3月 10日 

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」と、株式会社バンダイナムコフィルムワーク

ス（代表取締役社長：浅沼誠）は、4月 9日から毎週日曜午後 5時、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『機動戦士ガンダム 水星の魔女』Season2の最新情報を

お知らせします。 

本日、ガンダム公式 YouTubeチャンネル「ガンダムチ

ャンネル」にて『機動戦士ガンダム 水星の魔女』

Season2の予告ＰＶと、あらすじを初公開しました。アニ

メ本編の新規カットや新規ボイスを含む予告 PVでは、

Season2のオープニングテーマ、yama「slash」も初解

禁しています。今回の情報解禁に合わせ、yamaさんから

のコメントも到着しています。 

また、4月 9日（日）からの『機動戦士ガンダム 水星の

魔女』Season2の放送開始を記念して、本作の主人公スレッタ・マーキュ

リーとミオリネ・レンブランの 2人が、MBS/TBS系の 28局の所在する

都道府県にある観光スポットを巡るイラスト企画「JNN系 28局連動企画 

『機動戦士ガンダム 水星の魔女』スレッタ＆ミオリネ日本周遊ツアー」を発

表します。本日は、イラスト第 1弾「東京都・ハチ公前広場」を公開しました。 

さらに、8月 6日（日）に幕張メッセ国際展示場にて開催予定の、全席指

定の有料イベント「『機動戦士ガンダム 水星の魔女』スペシャルイベント

（仮）」の追加情報を新たに公開しました。 

 このイベントでは、本編登場キャストによる作品の世界観を感じていただ

けるステージや、劇伴スペシャルライブなどをお届けいたします。 

 

 

 

4月 9日から毎週日曜午後 5時放送開始 

『機動戦士ガンダム 水星の魔女』Season2 
 

オープニングテーマは yama 「slash」 
Season2予告 PVなどを解禁 

▲『機動戦士ガンダム 水星の魔女』Season2 予告 PV 

JNN系 28局連動企画 『機動戦士ガンダム 水星の魔女』 ▶ 

スレッタ＆ミオリネ日本周遊ツアー イラスト第 1弾 



■Season2予告 PV 

4月 9日（日）より放送開始となる Season2の予告 PVを、ガンダム公式 YouTubeチャンネル「ガンダムチャ

ンネル」にて本日公開しました。この PVには、初解禁となる新規カットと新規ボイスに加えて、Season2のオープ

ニングテーマ、yama「slash」の一部を使用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『機動戦士ガンダム 水星の魔女』Season2予告 PV ▶ https://youtu.be/-V91gYXr7_Q 

 

 

■Season2あらすじ 

『機動戦士ガンダム 水星の魔女』Season2のあらすじを公開しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

水星からアスティカシア高等専門学園に編入してきたスレッタ・マーキュリーは、 

ミオリネ・レンブランの花婿として、株式会社ガンダムの一員として、 

出会いと刺激に満ちた学園生活を送ってきた。 

プラント・クエタでの事件から 2週間。 

スレッタは学園で、ミオリネとの再会を心待ちに日々を過ごす。 

一方ミオリネはベネリットグループ本社に身を置き、父の容態を見守っていた。 

二人に襲い来る新たな困難と、迫られる決断。 

少女たちはそれぞれの想いを胸に、ガンダムがもたらす強大な呪いへと立ち向かっていく。 

https://youtu.be/-V91gYXr7_Q


■Season2オープニングテーマ 

 『機動戦士ガンダム 水星の魔女』Season2のオープニングテーマは、yama「slash」に決定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yamaオフィシャルサイト ▶ https://www.sonymusic.co.jp/artist/yama/ 

 

 

■JNN系 28局連動企画 『機動戦士ガンダム 水星の魔女』スレッタ＆ミオリネ日本周遊ツアー 

4月 9日（日）からの『機動戦士ガンダム 水星の魔女』Season2の放送

開始を記念して、本作の主人公スレッタ・マーキュリーとミオリネ・レンブラン

の 2人が、MBS/TBS系の 28局の所在する都道府県にある観光スポット

を巡るイラスト企画「JNN系 28局連動企画 『機動戦士ガンダム 水星の魔

女』スレッタ＆ミオリネ日本周遊ツアー」を発表します。 

 イラスト第 1弾として、TBSの所在地である東京都の観光スポット「東京

都・ハチ公前広場」を初公開。本日から 3日間に渡り「渋谷キャスト スペース・

ガーデン」で開催中の展示イベント「機動戦士ガンダム 水星の魔女 EXPO」に

ちなみ、渋谷駅のハチ公前広場でスレッタとミオリネの 2人が観光を楽しむ

様子を描いています。イベント会場にてこのイラストを B2サイズポスターと

して展示しているほか、『機動戦士ガンダム 水星の魔女』公式 Twitterアカ

ウントでは本日、スレッタとミオリネの特別なボイスと共に同イラストを投稿し

ます。 

 3月 13日（月）からは、MBS/TBS系の各局周辺にて、各イラストのウォールスタンドの展示が順次開始されま

す。各局の近くまでお立ち寄りの際にはぜひご覧ください。併せて、同日より作品公式 Twitterアカウントでは放送

開始までのカウントダウンとともに毎日 1枚ずつ、Twitter上のみで公開する特別なボイスと共にイラストを紹介し

ていきます。どの観光スポットを 2人が巡るのか、ぜひご期待ください。 

 

『機動戦士ガンダム 水星の魔女』Season2 

オープニングテーマ 

yama 

「slash」 
（ソニー・ミュージックレーベルズ） 

yamaさんからのコメント 

『機動戦士ガンダム 水星の魔女』という素晴らしい作品に関わらせて頂き本当に嬉しく思います。Season1 も拝見しましたが、

Season2 も楽しみにしています。大人気のガンダムシリーズ作品の中で自分の楽曲が流れることはとても光栄です。今回の楽曲

は主人公の抱える弱さや内向的な一面に対し、自身に強く言い聞かせながら自らを奮い立たせることをイメージし、表現しました。

周囲の思惑や世界の真実が明らかになっていった時、主人公が何を大切にし、地に足をつけ、進んでいくのか。迷いながらであった

としても覚悟を決められるようにという想いをこめています。オープニングのアニメーションと併せて楽曲「slash」もぜひ楽しんで

頂けたらと思います。 

https://www.sonymusic.co.jp/artist/yama/


本企画専用の推奨ハッシュタグ 

▶ #水星の魔女日本周遊ツアー 

 

「機動戦士ガンダム 水星の魔女 EXPO」イベント公式サイト 

▶ https://bandai-hobby.net/site/g-witch_expo2023/ 

 

『機動戦士ガンダム 水星の魔女』公式 Twitterアカウント 

▶ ＠G_Witch_M 

 

【ウォールスタンド展示場所および展示期間】 

＊展示場所、時間、期間は都合により変更の可能性がございます。 

東京都：調整中 

展示時間：調整中 

展示期間：調整中 

岡山県：岡山市北区天神町 9-24 

RSK本社 1階ロビー 

展示時間：平日 9:00～18:00 

展示期間：3/27（月）～6/30（金） 

福島県：福島市西中央 1-1 TUF本社 1階ロビー 

展示時間：平日 10:00～16:00 

展示期間：3/13（月）～6/30（金） 

鳥取県：米子市西福原 1-1-71 BSS本社 1階ロビー 

展示時間：平日 9：30～17:30 

展示期間：3/27（月）～6/30（金） 

宮城県：仙台市宮城野区榴岡 3-1-25 

ｔｂｃハウジングステーション仙台駅東口 管理棟内 

展示時間：10:00～18:00 

展示期間：3/14（火）～6/30（金） 

広島県：広島市中区基町 21-3 RCC本社 1階ロビー 

展示時間：平日 9:30～17:30土日祝 9:30～17:00 

展示期間：3/28（火）～6/30（金） 

岩手県：盛岡市志家町６-１ IBC本社 1階ロビー 

展示時間：平日 9:30～17：30 

展示期間：3/15（水）～6/30（金） 

山口県：調整中 

展示時間：調整中 

展示期間：調整中 

青森県：青森市松森 1-4-8  

ATV本社 1階ロビー 

展示時間：平日 10:００～１６：００ 

展示期間：3/16（木）～6/30（金） 

福岡県：福岡市早良区百道浜２－３－８  

ＲＫＢ本社ロビー 

展示時間：平日 9:30～17:30 

展示期間：3/30（木）～6/30（金） 

北海道：札幌市中央区北１条西５丁目  

HBC本社 1階ロビー 

展示時間：平日 9：30～17:30 

展示期間：3/17（金）～6/30（金） 

長崎県：長崎県長崎市尾上町５−６  

NBC長崎放送本社 1階ロビー 

展示時間：平日 10:00～18:00 

展示期間：3/31（金）～6/30（金） 

山形県：山形市嶋北 4-6-11  

TUY次世代住宅展示場シマカラ内センターハウス 

展示時間：１０：００～１７：００※水曜定休 

展示期間：3/20（月）～6/30（金） 

熊本県：熊本市中央区山崎町 30 RKK１階アトリウム 

展示時間：平日 10:00～17:00 

展示期間：4/3（月）～6/30（金） 

 

 

 

 

 

https://bandai-hobby.net/site/g-witch_expo2023/
https://twitter.com/g_witch_m


新潟県：新潟市中央区川岸町 3-18   

平日：BSN本社 1階ロビー   

土日祝日：BSN本社 1階ラジオ見学室 

ショーウィンドー内掲示（立入禁止） 

展示時間：平日 10:00～16:30 

展示期間：3/20（月）～6/30（金） 

鹿児島県：鹿児島市高麗町５－２５  

MBC本社 1階ロビー 

展示時間：平日 9：30～17:30 

展示期間：4/3（月）～6/30（金） 

富山県：富山市奥田本町 8－24  

チューリップテレビ１階ロビー 

展示時間：平日 10:00～16:00 

展示期間：3/20（月）～6/30（金） 

沖縄県：那覇市久茂地 2-3-1 ＲＢＣ本社ロビー 

展示時間：平日 9：30～17:30 

展示期間：4/3（月）～6/30（金） 

長野県：長野市問御所町 1200  

SBC本社 TOiGO1階ウッドデッキ 

展示時間：常時 

展示期間：3/21（火）～6/30（金） 

宮崎県：宮崎市橘通西 4-6-3  

MRTmicc1階東側出入口付近 

展示時間：10：30〜19：30 ※日曜は～１９：００ 

※4/11（火）・5/9（火）・6/13（火）休館予定 

展示期間：4/4（火）～6/30（金） 

山梨県：甲府市青沼 3-5-44 甲府市総合市民会館 

展示時間：8:30～20:00 

※火曜休館/火曜が祝日の場合は翌水曜が休館 

展示期間：3/22（水）～6/30（金） 

大分県：大分市今津留３-1-1 OBS本社 1階ロビー 

展示時間：平日 9:00～17:00 

展示期間：4/5（水）～6/30（金） 

静岡県：静岡市駿河区登呂 3-1-1  

SBS本社 1階ロビー 

展示時間：平日 10:00～22:00 

※最上階のレストラン閉店まで 

展示期間：3/23（木）～6/30（金） 

愛媛県：松山市竹原町 1-5-25  

あいテレビ１階エントランス 

展示時間：平日 10:00～１７：００ 

展示期間：4/6（木）～6/30（金） 

愛知県：名古屋市中区新栄 1-2-8  

CBCテレビ本社南側ロビー 

展示時間：常時 ※建物外部に向けガラス越しに展示 

展示期間：3/24（金）～6/25（日） 

高知県：高知市北本町 3-4-27  

テレビ高知 1階ロビー 

展示時間：平日 10:００～18:00 

展示期間：4/7（金）～6/30（金） 

石川県：金沢市本多町３－２－１  

ＭＲＯ北陸放送本社 1階ロビー 

展示時間：平日 10:００～17:00 

展示期間：3/27（月）～6/30（金） 

大阪府：大阪市北区茶屋町 17-1  

毎日放送 1階ロビー 

展示時間：調整中 

展示期間：4/8（土）～6/30（金） 

  



■『機動戦士ガンダム 水星の魔女』スペシャルイベント（仮） 

8 月 6 日（日）に幕張メッセ国際展示場にて開催予定の、全席指定の有料イベント「『機動戦士ガンダム 水星の魔

女』スペシャルイベント（仮）」の、追加の出演者情報を公開しました。 

 アニメ本編登場キャストからは、既に出演が決定していたスレッタ役の市ノ瀬加那さん、ミオリネ役の Lynn さん、

グエル役の阿座上洋平さんの 3 名に加え、本日新たにシャディク役の古川慎さん、チュチュ役の富田美憂さん、ラウ

ダ役の大塚剛央さんが出演することが決定。また、本作の音楽を担当する大間々昂さんの出演も決定しました。 

 当イベントでは、本編登場キャストによる作品の世界観を感じていただけるステージや、音楽・大間々昂さんによる

劇伴スペシャルライブなどをお届けします。今後も追加の出演者情報やイベントの詳細を発表予定ですので、引き続

き続報をお待ちください。 

 

【日程】2023年 8月 6日（日）昼の部／夜の部 

【会場】幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール（千葉県） 

【出演】※順次追加 

＜CAST＞ ＜ARTIST＞ 

市ノ瀬加那 

（スレッタ・マーキュリー役） 

 

Lynn 

（ミオリネ・レンブラン役） 

 

阿座上洋平 

（グエル・ジェターク役） 

 

大間々 昂 

（音楽） 

 

古川 慎 

（シャディク・ゼネリ役） 

 

富田美憂 

（チュアチュリー・パンランチ役） 

 

大塚剛央 

（ラウダ・ニール役） 

 
 

【料金】全席指定 S席：8,800円（税込） A席：7,800円（税込） ※入場者プレゼント付き 

【公演に関するお問い合わせ】インフォメーションデスク ▶ https://information-desk.info/ 

【チケット抽選申込期間】※その他先行や一般発売も予定しております。 

ガンダムファンクラブ先行： 2023年 3/24（金）am10:00～4/23（日）23:59  

封入先行 1次：2023年 3月 24日（金）am10:00～5月 7日（日）23:59 

封入先行 2次：2023年 5月 26日（金）am10:00～7月 2日（日）23:59 

【チケット優先販売抽選申込券 封入商品】 

イベントチケット優先販売抽選申込券（第 1次）⇒Blu-ray＆DVD vol.1 （2023年 3月 24日発売） 

イベントチケット優先販売抽選申込券（第 2次）⇒Blu-ray＆DVD vol.3 （2023年 5月 26日発売） 

 

https://information-desk.info/


※公演日時・会場は変更させていただく場合があります。 

※出演者は変更になる場合がございます。 

※今後の新型コロナウィルス感染拡大の状況により、イベント実施の有無を含め、内容が変更になる場合がございま

す。イベントに関する詳細や追加情報は公式サイト・公式 Twitterにて随時お知らせいたします。 

主催：『機動戦士ガンダム 水星の魔女』イベント実行委員会 

 

※プレスリリースの情報は発表時現在のものであり、発表後予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 

 

  



©創通・サンライズ・MBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■『機動戦士ガンダム 水星の魔女』Season2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。 

水星からアスティカシア高等専門学園に編入してきたスレッタ・マーキュリーは、 

ミオリネ・レンブランの花婿として、株式会社ガンダムの一員として、 

出会いと刺激に満ちた学園生活を送ってきた。 

プラント・クエタでの事件から 2週間。 

スレッタは学園で、ミオリネとの再会を心待ちに日々を過ごす。 

一方ミオリネはベネリットグループ本社に身を置き、父の容態を見守っていた。 

二人に襲い来る新たな困難と、迫られる決断。 

少女たちはそれぞれの想いを胸に、ガンダムがもたらす強大な呪いへと立ち向かっていく。 

〈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 9日から毎週日曜午後 5時 MBS/TBS系全国 28局ネットにて放送開始 

※4月 2日 日曜午後 5時は「『機動戦士ガンダム 水星の魔女』Season2放送直前特番」を放送 

〈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、 

ニカ・ナナウラ：宮本侑芽、チュアチュリー・パンランチ：富田美憂 

〈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  Season2予告 PV ▶ https://youtu.be/-V91gYXr7_Q 

 

〈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/-V91gYXr7_Q

