
体験型エンターテインメントミュージアム「東映ヒーローワールド」では、12 月 20 日（火）に開業 3 周

年迎えることを記念して、「3年間ありがとう！東映ヒーローワールド感謝祭ファイナル」を 11月 18 日（金）

から 2017 年 1月 15日（日）まで開催いたします。記念展示や「DXレッツゴー1号！ガシャット」発売ほか、

ここだけでしか体験できないヒーローイベントを順次お楽しみいただけます。 

 なお、「東映ヒーローワールド」は 3 年間の営業期間満了に伴い、2017 年 1 月 15 日（日）を最終営業

日として閉館いたします。本イベントは、ご愛顧いただいたお客様に感謝を込めて開催いたします。 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
※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。あらかじめご了承ください。 

【東映ヒーローワールドお問い合わせ先】 電話 043-306-7270   http://toei-heroworld.jp/ 
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記念展示や「DXレッツゴー1号！ガシャット」発売などイベント満載！ 

「3年間ありがとう！東映ヒーローワールド感謝祭ファイナル」開催 

『東映ヒーローワールド』施設概要 

施設名称 「東映ヒーローワールド」 英文表記「TOEI HERO WORLD」 

営業時間 10：00～18：00 ※最終入場 17：00  不定休 

チケット 
「遊び放題パスポート」 大人・子供共通 2,000 円※税込 

「入場券」 大人（中学生以上）1,400 円、子供（3歳以上小学生以下）1,000 円※税込 

場所 イオンモール幕張新都心 ファミリーモール 3階（千葉県千葉市美浜区豊砂 1-5） 

仮面ライダーアマゾン 
DXレッツゴー1号！ 
ガシャット 

■感謝企画 Ⅰ 

「“栄光の 7人ライダー”展示！」開催 

11月 18日（金）～2017年 1 月 15日（日） 

仮面ライダー1号からストロンガーまでの “栄光の 7 人ライ 

ダー” 特別展示を開催します。仮面ライダーⅤ３やストロン 

ガーなど初展示となるヒーロー多数のスペシャル企画です。 

■感謝企画 Ⅱ 

東映ヒーローワールドオリジナル 

「DX レッツゴー１号！ガシャット」12 月 1日（木）発売予定！ 

 東映ヒーローワールドオリジナル「DXレッツゴー１号！ガシャット」（税込 1,620 円） 

を館内、およびヒーローズショップにて発売します。 

■感謝企画 Ⅲ 

「3 周年フォトコンテスト」開催！ 
 募集開始：11月 18 日（金）～ 
 恒例のフォトコンテスト、今回 2部門で大募集します。 

「リトルヒーロー部門」：大好きなヒーローの変身ポーズや名シーンを再現したかのようなお子様の写真 

「ヒーロー部門」：東映ヒーローワールド館内で撮影されたヒーローのお気に入り写真 

■感謝企画 Ⅳ 

「ヒーロー大集合写真撮影会」12 月 18日（日） 

今年もやります！当日お集まりいただいたファンの皆様とヒーローたちとの記念集合 

写真撮影会を開催します。                ※2周年時の集合写真→ 

■感謝企画 Ⅴ 

ヒーローと写真撮影会“スペシャル企画”開催！ 
  土日祝日に開催している撮影会では、感謝の気持ちを込めてスペシャル企画が続々登場します。「仮面ライダー電王」か

ら人気コンビ「仮面ライダーゼロノス＆デネブ」が初登場したり、スーパー戦隊のヒロインが大集合するなど夢の企画を

実現します。 

栄光の7人ライダー 

DX レッツゴー1号！ガシャット 

※画像はイメージです 
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■感謝企画Ⅰ 

 「“栄光の 7人ライダー”展示」を開催！ 

 「東映ヒーローワールド」には初展示となるレジェンド 

ライダーを含め、11月 18日（金）より、“栄光の７人 

ライダー”の展示を行います。加えてスカイライダー、 

仮面ライダースーパー１とともになつかしい 9人の 

仮面ライダーを一挙にご覧いただけます。 

<展示ライダー＞ 

仮面ライダー１号、仮面ライダー２号、仮面ライダーＶ３、ライダーマン、仮面ライダーＸ、 

仮面ライダーアマゾン、仮面ライダーストロンガー、スカイライダー、仮面ライダースーパー１ 

 

■感謝企画Ⅱ 

 東映ヒーローワールドオリジナル「DX レッツゴー１号！ガシャット」12月 1 日（木）発売！ 

 ３周年を記念して「仮面ライダーエグゼイド」東映ヒーローワールドオリジナル 

「DXレッツゴー１号！ガシャット」を東映ヒーローワールド館内、および館外 

ヒーローズショップにて販売します。 

※ライダーガシャット対応商品と連動します。  

  商品名：東映ヒーローワールドオリジナル「DXレッツゴー１号！ガシャット」 

  価 格：1,620円（税込） 

  発売日：2016年 12月 1日（木）予定 

※お一人様 1会計あたり 3個までの販売とさせていただきます。 

  ※入荷数に限りがございます。売り切れの際はご容赦ください。 

   完売となり次第、すみやかに公式ホームページ、公式ツイッターでお知らせいたします。 

※「DXレッツゴー１号！ガシャット」は今後、ほかのイベントやＷＥＢで再販売を行う 

可能性があります。（現時点では未定です） 

販売が決定した場合にはバンダイ公式ホームページにてお知らせします。 

 

■感謝企画Ⅲ 

 「3 周年フォトコンテスト」を開催！ 

  恒例のフォトコンテストを、今回は 2部門で募集いたします。 
① リトルヒーロー部門 

大好きなヒーローの変身ポーズや名シーンを再現したかの 
ようなお子様の写真をセリフとともに大募集。 

② ヒーロー部門 
東映ヒーローワールド館内で撮影されたヒーローのお気に 
入りの 1 枚を大募集。過去に撮影したものも応募可能です。 

  開催日程 
 ・募集期間：2016年 11月 18 日(金)～12月 20 日(火) 
 ・作品展示期間：11月 20 日（日）より順次館内に掲示 

   ●応募方法、各賞、結果発表に関する詳細は店頭、および 
公式ホームページにて追ってご案内いたします。 

 

■感謝企画Ⅳ 

 3周年記念「ヒーロー大集合写真撮影会」開催 

  開催日時：2016年 12月 18日(日) 15:00～(予定) 

  開催内容：仮面ライダーやスーパー戦隊シリーズからヒーローたちが 

参加して、ご来場の皆さんと一緒に、館内にて大集合記念 

写真を撮影いたします。 

この写真は館内掲示ほか、公式ホームページ、一部雑誌等に 

掲載される可能性があります。 

 参加ヒーロー： 後日公式ホームページでお知らせいたします。 

  参加料金：無料 ※入場されたお客様を対象としております。 

 ●参加方法は、公式ホームページにて追ってお知らせいたします。 
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参考資料 

1周年フォトコンテスト 

 グランプリ作品 

「宇宙キター！」 
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2周年時のヒーロー大集合写真 

仮面ライダーＶ３ 仮面ライダーアマゾン 仮面ライダーストロンガー 

参考資料 

1周年フォトコンテスト 

 グランプリ作品 

「風都の私立探偵」 

※画像はイメージです 



 
■感謝企画Ⅴ 

 ヒーローと写真撮影会では「スペシャル企画」も開催 

毎週土日と祝日にヒーローと一緒に写真撮影ができる「ヒーローと写真撮影会」では、ニューヒーロー 

がやってくるほか、スペシャル企画が続々登場します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ヒーローと写真撮影会 スペシャル企画 

※1 第1弾 
11月23日（水・祝） 
「仮面ライダー電王」から人気コンビ「仮面ライダーゼロノス＆デネブ」初登場 

登場ヒーロー：仮面ライダーゼロノス 
デネブ 

※2 第 2弾 
11月 26日（土） 
「何が起こるか予測不能！？スーパー戦隊ヒロイン 女子会スペシャル！」 

登場ヒーロー：ジュウオウシャーク 
ジュウオウタイガー 
モモニンジャー 
シロニンジャー 

          ※キャラクターのみの登場です。 

※3 第 3弾 
11月 27日（日） 
「主役は俺だ！いや俺だ！ 

ブレイブ×スペクター×マッハ 三つ巴スペシャル！」 
登場ヒーロー：仮面ライダーブレイブ クエストゲーマー レベル 2 

仮面ライダーディープスペクター 
仮面ライダーデッドヒートマッハ 
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開催日程 
11月3日(木・祝) 仮面ライダーゲンム レベル2（初登場） 

11月5日(土)、6日（日） 仮面ライダーエグゼイド レベル2 

11月12日(土)、13日（日） 

    ジュウオウイーグル＆ジュウオウザワールド 

11月19日(土)、20日(日) 仮面ライダーゲンム レベル2 

11月23日(水・祝) 「仮面ライダー電王」から人気コンビ初登場※1 

11月26日(土) 「スーパー戦隊ヒロイン 女子会スペシャル」※2 

11月27日(日) 「ブレイブ×スペクター×マッハ 三つ巴スペシャル」

※3 

開催時間 1回目：11:00～ 2回目：12:30～ 3回目：14:30～ 4回目：16:30～ 

料金 1,000円/1枚(税込) 

開催場所 施設内 ヒーロースタジオ 

備考 各回とも規定の人数に達し次第、整理券の配布と撮影受付を終了します。 

混雑その他の事情により、ご希望の時間帯の撮影会にご参加いただけな

い場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

都合により撮影会が遅延、中止となる場合がございます。 

撮影会は入場されたお客様を対象とし、撮影会のみの利用はできません。 

仮面ライダーゲンム  
アクションゲーマー レベル2 

仮面ライダーゼロノス デネブ 
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ジュウオウシャーク ジュウオウタイガー 

モモニンジャー シロニンジャー 

ジュウオウイーグル ジュウオウザワールド 

仮面ライダーエグゼイド 
アクションゲーマー レベル2 

仮面ライダーブレイブ 
クエストゲーマー レベル2 

仮面ライダー 
ディープスペクター 
 

仮面ライダー 
デッドヒートマッハ 

仮面ライダー ゼロノス デネブ 


