2021 年 4 月 5 日
報道関係者各位

株式会社創通

キャナルシティ博多

株式会社エフ・ジェイエンターテインメントワークス
株式会社サンライズ 株式会社 BANDAI SPIRITS

アクアパノラマ第 12 作 4 月 24 日(土)～上演開始

新作は完全オリジナルで展開するガンダムの世界
上演開始前の 4 月 22 日(木)に報道関係者様向けプレビューを開催
キャナルシティ博多は、2021 年 4 月 20 日(火)に開業 25 周年を迎えます。
これを記念して、キャナルシティ博多とバンダイナムコグループの株式会社創通、株式会社サンライズ、株式会社
BANDAI SPIRITS は、キャナルシティ博多 B1F サンプラザステージにて、噴水×音楽×光×映像の新感覚エンター
テインメント「キャナルアクアパノラマ」第 12 作「GUNDAM SCRAMBLE in FUKUOKA」の上演を 4 月 24
日(土)より開始いたします。
また、上演に先立ち 4 月 22 日(木)に報道関係者様向けのプレビューを行います。参加をご希望の方は 3 頁目のお
申込書にて、4 月 16 日(金)までにご返信ください。

キャナルアクアパノラマ「GUNDAM SCRAMBLE in FUKUOKA」
●戦いの舞台は福博の街。九州各地から集結するモビルスーツが私たちの街で戦う。
2020 年に 40 周年を迎え、今もなお老若男女問わず愛され続ける
「ガンプラ」。
本作は「もしも私たちの街にモビルスーツが現れたら・・・。」という、ガン
プラ、ガンダムファンなら誰しも一度は想像したことのある世界観をテーマに
しています。
舞台は私たちが暮らしている福岡・博多をはじめとする九州各地の街並み。
約 2,500 インチの巨大スクリーンに映るお馴染みの街並みを背景として、
ほぼ原寸大で現れるモビルスーツたちが迫力のバトルを繰り広げます。
【作品名】GUNDAM SCRAMBLE in FUKUOKA（ガンダムスクランブル イン フクオカ）
【公開日】2021 年 4 月 24 日(土)～終了日未定
【時

間】2021 年 4 月 24 日(土)、25 日(日)

【会

場】B1F サンプラザステージ

19:30/20:00/21:00

2021 年 4 月 26 日(月)～ 19:30/20:30

計2回

計 3 回（各回約 12 分）

※開催時間の詳細は HP にて随時お知らせいたします。

【観覧料】無料

【あらすじ】新型ガンダム開発の情報を察知したネオ・ジオングは九州全土に配置した配下のモビルスーツに対し、開発拠点と見
られるキャナルシティへの進軍指令を下した。待ち受けるのは数種のガンダム・・・。
果たして、新型ガンダムは本当にあるのか？ネオ・ジオングとの戦いの行方は？！

★本作品の見どころ
・本作品オリジナルモビルスーツが登場します。※詳細は 2 頁目をご確認下さい。
・長崎や大分・別府などの九州各地や福岡に、モビルスーツが集結。私たちの街でバトルが展開されます。
・終盤には来場者参加型で、最終決戦の勝敗が決まります。※詳細は 2 頁目をご確認下さい。
・ここでしか見ることのできないオリジナル作品です。
Ⓒ創通・サンライズ

Ⓒ創通・サンライズ

Ⓒ創通・サンライズ

※イメージ
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●最終決戦は来場者参加型で勝敗が決定
ショーの終盤には、いよいよ両軍の大将による最終決戦へ。最終決戦では来場
者参加型で、会場のお客様が雌雄を決します。
お客様は各自のスマートフォンでバトルに参加し、
どちらのモビルスーツを応
援するかを選び、敵軍大将を倒すべく戦います。選んだモビルスーツが勝利し
た暁には、勝利映像とともに勝利を分かち合うことができます。最後は自軍へ
の貢献度合いが参加者のスマートフォンに「貢献度」として届く仕組みです。

Ⓒ創通・サンライズ

※イメージ

【仕様】

キャナルシティ博多の HP からアクセスし、スマートフォンの画面をタップしながらスクリーンのエネルギーゲー
ジをためます。ゲージが一定数たまると、相手のエネルギーゲージを攻撃することができます。
約50秒の攻撃時間の中で、最終決戦を制するのはどちらになるのか？！
【制作】株式会社 Zero-Ten／株式会社グッドラックスリー
＜操作方法＞

①キャナルシティ博多 HP
トップ画面のアイコンから
画面にアクセス

②言語を選択

③支持するモビルスーツ

④スタンバイ ～ スタート

を選択

真ん中のボタンをタップして
攻撃ゲージをためる

●ガンダムベース福岡にて本編に登場するモビルスーツの限定ガンプラを販売開始
本編に登場する「ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ」のオリジナルカラーガンプラをサウスビル 1F
「THE GUNDAM BASE FUKUOKA（ガンダムベース福岡）」で販売いたします。

HG 1/144 ガンダムベース福岡限定
ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ(デストロイモード) (最終決戦仕様)Ver.GSF
■サイコフレームの成形色には鮮やかなクリアグリーンを採用
■ペルフェクティビリティを象徴する 5 種の追加武装が付属
■全身の可動構造を活かして迫力のポージングを演出
■鳥の飾り羽の様な形状の可動式スタビライザーが付属
【発売日】2021 年 4 月 24 日(土)
【場

所】サウスビル１F THE GUNDAM BASE FUKUOKA

【価

格】3,740 円(税込)

Ⓒ創通・サンライズ
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BB 戦士 ガンダムベース福岡限定
ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ(最終決戦仕様)Ver.GSF
■ビーム刃にクリアパーツを採用した、ハイパー・ビーム・ジャベリンが付属
■背面の武装を懸架するアームとスタビライザーも付属
■パーツ差し替えにより、ユニコーンモードとデストロイモード双方の形態を再現可能
【発売日】2021 年 4 月 24 日(土)
【場

所】サウスビル１F THE GUNDAM BASE FUKUOKA

【価

格】1,980 円(税込)
Ⓒ創通・サンライズ

【ご取材お申込書】

4 月 22 日(木)報道関係者様向けプレビュー
会

場

B1F サンプラザステージ

時 間
（予 定）

18:30
19:20
19:30
19:45

受付開始（B1F サンプラザステージ）
キャナルシティ博多 支配人 荒木 明徳 挨拶
上演（1回目）
上演（2回目）

※キャナルアクアパノラマ「GUNDAM SCRAMBLE in FUKUOKA」の上演にあわせ、4月24日(土)より
様々な企画実施を予定しております。プレビュー当日は受付から上演開始時間までその内容について
一部撮影いただけます。詳細は後日配信のリリースにて発表いたします。

貴

社

名

代表者ご氏名

ご連絡先（

ご出席人数
媒 体 概 要

）

名
媒体名

（放送・掲載予定日

キャナルシティ博多管理事務所

月

日予定）

広報担当宛

FAX：092-282-6395 MAIL：cch-press@fj-eworks.co.jp
締切：4 月 16 日(金)
※本プレビューは、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を実施したうえで開催いたします。
【キャナルアクアパノラマ・キャナルシティ博多に関するお問い合わせ】
株式会社エフ・ジェイエンターテインメントワークス キャナルシティ博多管理事務所
TEL：092-282-6380

稗田／梅津

FAX：092-282-6395 URL：http://canalcity.co.jp

【
「ガンプラ」
、プラモデルに関するお問い合わせ】
株式会社 BANDAI SPIRITS 経営企画部 広報担当 安齋
TEL：03-6744-6555

n-anzai@bandai-sp.jp

※画像を使用する際には Ⓒ創通・サンライズ

を画像付近に記載してください。

※キャナルシティ博多では右記の新型コロナウイルス感染防止対策を行っております。https://canalcity.co.jp/news/important

3/3

