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『ガールズ＆パンツァー 最終章』、9 月 1 日（日）に熊本県で 

キャストイベント「GO AHEAD KUMAMOTO スペシャルトークショー」を開催 

トークショー動画を楽しめる SONOCA カード入・公式遠征装備 500 セット限定予約販売 

 

株式会社バンダイナムコアミューズメントは、株式会社バンダイナムコアーツと共同で、9 月 1 日（日）にガールズ＆パンツァー所縁

の地・熊本でキャストイベント 「ガールズ＆パンツァー 『GO AHEAD KUMAMOTO』 スペシャルトークショー」を開催いたします。 

当イベントは『ガールズ＆パンツァー』の主人公・西住みほの出生地である熊本県への帰省に「あんこうチーム（※1）」が同行し、そこ

に「黒森峰女学園（※2）」も加わるイメージで企画されたキャストイベントです。 

また、イベント開催を記念し、後日トークショーを動画視聴できる SONOCA カード入「公式遠征装備セット」をプレミアムバンダイ

（※3）で 6 月 21 日（金）13 時～ 7 月 7 日（日）23 時 59 分までの期間、500 セット限定予約販売いたします。 

【詳細は次ページをご覧ください】 

※1 主人公・西住みほが通っている大洗女子学園戦車道の 1 チーム。 

※2 一時、西住みほが所属していた熊本県にある日本屈指の戦車道名門校。大洗女子学園のライバル。 

※3 プレミアムバンダイ予約受注ページ：https://p-bandai.jp/item/item-1000135965/ 

 

※ニュースリリースの情報は発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。 ※画像はイメージです。 

 

 

 

 

 

 

 

https://p-bandai.jp/item/item-1000135965/


 

『ガールズ＆パンツァー 最終章』、9 月 1 日（日）に熊本県でキャストイベント「GO AHEAD KUMAMOTO スペシャルトークショー」を開催 添付資料(1/３) 

 

■キャストイベント名称：「GO AHEAD KUMAMOTO スペシャルトークショー」 

開催日時：2019 年 9 月 1 日（日）15：00～15：40（予定） 

※時間は変更する可能性がございます。 ※荒天の場合は中止とさせて頂く場合がございます 

会場：〒862-0976 熊本県熊本市中央区九品寺 6-9-1 

namco ワンダーシティ南熊本店 特設会場（屋外） 

入場料：無料 
 

登壇予定者（敬称略） 

＜大洗女子学園あんこうチーム キャスト＞ 

・渕上 舞（西住みほ役）・茅野愛衣（武部沙織役）・尾崎真実（五十鈴 華役） 

・中上育実（秋山優花里役）・井口裕香（冷泉麻子役） 

＜黒森峰女学園 キャスト＞ 

・生天目仁美（逸見エリカ役）・仙台エリ（赤星小梅役） 

『GO AHEAD KUMAMOTO』公式遠征装備セット 

6 月 21 日（金）13 時より予約受注開始 
プレミアムバンダイ予約受注ページ：https://p-bandai.jp/item/item-1000135965/ 

 

 

「GO AHEAD KUMAMOTO スペシャルトークショー」に関するお問合せ： 

■一般のお客様向け お問い合わせ：株式会社バンダイナムコアーツ お客様センター  

03-5828-7582（受付時間 月～金 10:00～17:00、祝日・年末年始は除く） 

https://www.bandainamcoarts.co.jp/support 

info@bandainamcoarts.co.jp 

■一般のお客様向け 「公式遠征装備セット」に関するお問合せ：  

株式会社バンダイナムコアミューズメント https://bandainamco-am.force.com/FAQ/s/ 

■報道関係者向け お問い合わせ先：株式会社バンダイナムコアーツ パブリシティチーム senden@bnarts.jp 

 

※ニュースリリースの情報は発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。 ※画像はイメージです。 

 

 

スペシャルトークショーを後日動画で楽しめる「SONOCA」カード入 

商品名：『GO AHEAD KUMAMOTO』公式遠征装備セット 

セット内容： 

●『GO AHEAD KUMAMOTO』公式 2WAY バッグ 

●『GO AHEAD KUMAMOTO』公式 T シャツ 

大洗女子学園 Ver. 

●『GO AHEAD KUMAMOTO』公式タオル 

●『GO AHEAD KUMAMOTO』公式折りたたみイス 

●『GO AHEAD KUMAMOTO』SONOCA カード 

※トークショー視聴開始日は 2019 年 12 月頃予定 

セット販売価格：19,440 円（税込） 

商品お届け：2019 年 8 月下旬頃を予定 
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■『GO AHEAD KUMAMOTO』公式遠征装備セット商品概要 

・ 商品名 ：『GO AHEAD KUMAMOTO』公式遠征装備セット 

・ 価格 ：19,440 円 （税込）  ※送料・手数料別途 

・ セット内容  

●『GO AHEAD KUMAMOTO』公式 2WAY バッグ 

サイズ：横 280×高さ 420×奥行 140mm 

重さ：約 530ｇ 

内容量：16ℓ 

カラー：ブラック 

素材：本体・ポリエステル  

ファスナー部分・プラスチック 

生産：中国 

 

  ●『GO AHEAD KUMAMOTO』公式 T シャツ 大洗女子学園 Ver. 

サイズ：フリーサイズ（XL サイズ相当）（77/58/54/24）（着丈/身幅/肩幅/そで丈） 

  カラー：ネイビー 

  素材：綿 

  生産：日本 

  ※熊本イベント会場では、別カラーの黒森峰女学園 Ver.を販売予定です。 

 

  ●『GO AHEAD KUMAMOTO』公式タオル 

  サイズ：200×1100mm 

  カラー：ブラック 

  素材：綿 

  生産：日本 

 

●『GO AHEAD KUMAMOTO』公式折りたたみイス 

  ※シートカバー（ブラック）付属（イス本体にロゴプリントはございません） 

  サイズ：高さ 250×縦 250×横 250mm（展開時） 

       高さ 330×縦 110×横 110mm（収納時） 

重さ：約 605g 

  カラー：アイボリー/ブラック 

  素材：本体・鉄、ポリエステル、ポリプロピレン 

       収納袋・不織布 

  耐荷重：約 80 ㎏ 

  生産：日本 

   

●『GO AHEAD KUMAMOTO』SONOCA 

サイズ：86×54mm（クレジットカードサイズ） 

2019 年 9 月１日に開催されるキャストトークショーを収録した限定動画が 

視聴できます。（動画/収録時間：30 分予定） 

   ※視聴開始日は 2019 年 12 月頃予定 

   ※収録内容は変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

※「SONOCA」（ソノカ）はカード型の音楽メディア（ダウンロードカード）です。 

スマートフォン（iOS/Android）・パソコンで動画データをダウンロードできます。 

SONOCA オフィシャルサイト（http://sonoca.net /） 

・ 受注開始日：2019 年６月 21 日（金）～2019 年 7 月 7 日（日） 

・ 商品お届け：2019 年 8 月下旬予定 

 

 

 

 

 

 

 

△カバー装着時 

※ニュースリリースの情報は発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。 ※画像はイメージです。 

http://sonoca.net/
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■上映情報 

上映日：2019 年 6 月 15 日(土)～／上映館：全国 60 館 

上映分数：本編 54 分＋同時上映「1 分ちょっとでわかる ガールズ＆パンツァー 最終章 第 1 話」 

権利表記：©GIRLS und PANZER Finale Projekt 
 

■作品情報 

＜『ガールズ＆パンツァー』とは？＞ 

2012 年 10 月より TV シリーズ全 12 話放送、2014 年 7 月には OVA の劇場上映、さらに 2015 年 11 月には『劇場版』も

公開された大人気アニメーション。女子高生が戦車に乗って試合をする意外性と、ハートフルなドラマが話題と感動を呼

び、劇場版は興行収入 25 億円を突破する大ヒットを記録。舞台となった茨城県・大洗町でも継続的な盛り上がりを見せ

ており、訪れるファンが絶えない。 

最新 OVA シリーズ『最終章』第 1 話は 2017 年 12 月に劇場上映され、興行収入 6 億円を突破。その続編となる第 2 話

が、2019 年 6 月 15 日（土）より劇場上映される。 
 

＜最終章 第 2 話 ストーリー＞ 

平和だった大洗女子学園に突如降って沸いた河嶋桃の留年騒動。 

AO 入試で大学に入学できるよう、桃を隊長に据えて冬の大会「無限軌道杯」に挑む大洗女子チームだったが、 

初戦の相手・BC 自由学園に思わぬ大苦戦！みほ達の、桃の未来は早くも閉ざされてしまうのか？ 

果たして、勝利の行方は……！？ 
 

＜スタッフ＞ 

監督：水島 努／脚本：吉田玲子／キャラクター原案：島田フミカネ／キャラクターデザイン・総作画監督：杉本 功 

考証・スーパーバイザー：鈴木貴昭／キャラクター原案協力：野上武志／ミリタリーワークス：伊藤岳史 

プロップデザイン：竹上貴雄、小倉典子、牧内ももこ、鈴木勘太／3D 監督：柳野啓一郎 

モデリング原案：原田敬至、Arkpilot／3DCGI：STUDIO カチューシャ、グラフィニカ／色彩設計：原田幸子 

美術監督：平柳 悟／撮影監督：関谷能弘、棚田耕平／編集：吉武将人／音響監督：岩浪美和 

音響効果：小山恭正／録音調整：山口貴之／音楽：浜口史郎／アニメーション制作：アクタス 

製作：ガールズ＆パンツァー 最終章 製作委員会／配給：ショウゲート 
 

＜キャスト＞ 

西住みほ：渕上 舞／武部沙織：茅野愛衣／五十鈴華：尾崎真実／秋山優花里：中上育実／冷泉麻子：井口裕香 

角谷 杏：福圓美里／小山柚子：高橋美佳子／河嶋 桃：植田佳奈／磯辺典子：菊地美香／近藤妙子：吉岡麻耶 

河西 忍：桐村まり／佐々木あけび：中村 桜／カエサル：仙台エリ／エルヴィン：森谷里美／左衛門佐：井上優佳 

おりょう：大橋歩夕／澤 梓：竹内仁美／山郷あゆみ：中里 望／丸山紗希：小松未可子／阪口桂利奈：多田このみ 

宇津木優季：山岡ゆり／大野あや：秋奈／園みどり子：井澤詩織／ナカジマ：山本希望／ねこにゃー：葉山いくみ 

蝶野亜美：椎名へきる／マリー：原 由実／安藤：津田美波／押田：安済知佳 他 

 

 

 

 

ガールズ＆パンツァー 最終章 第 2 話 作品情報 

◆お問い合わせ先：作品について 

(株)バンダイナムコアーツ 映像プロデュース本部 【パブリシティ担当】佐藤和子・和泉智子・中村瑛梨子・加藤綾香 

TEL 03-6837-2625  FAX 03-6837-2626     宣伝共通アドレス senden@bnarts.jp 

                       【作品担当】杉山 潔・宮﨑 薫・日髙雄大 TEL 03-6837-2620 


