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BEENOS 株式会社（東証一部：3328）の連結子会社で、越境 EC およびジャパニーズコンテンツの海外進出をサポートする

BeeCruise 株式会社（以下「BeeCruise」）は、株式会社グラウンドワークス:（本社：東京都杉並区）が運営する、エヴァンゲリオン公

式の通販サイト「EVANGELION STORE (http://www.evastore.jp/)」の海外展開強化に伴い、東南アジア屈指のマーケットプレイス

「Shopee」への出店サポートを実施。10 月 11 日に公式ショップ「新世紀福音戰士官方店  EVANGELION STORE(URL：

https://shopee.tw/bcrevastore.tw)」を「Shopee Taiwan（蝦皮購物）」にオープンいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オープンを記念して、台北市 三創生活にて台北市史上最大級のエヴァンゲリオンイベント「台灣最大網購平台蝦皮商城開店紀

念 新世紀福音戦士祭典-人類蝦拼計畫-」を 10 月 26 日(土)より 5 日間開催いたします。 

 

本イベントでは、エヴァンゲリオンが三創生活１F 十二立方広場をジャックし、日本国内のエヴァオフィシャルストア限定商品の販

売を実施するほか、エヴァンゲリオンイラスト複製画の展示や、人気キャラクターと一緒に写真が撮れる AR フォトフレーム、AR スタ

ンプラリーなどを開催。会場には等身大フィギュアやエヴァンゲリオンの名シーンパネルなどを展示。海外イベントとしては最大級

の EVANGELION グッズイベントとして、エヴァンゲリオン作品の魅力をお伝えします。 

 

今後も BeeCruise は、BEENOS グループが保有する過去 10 年以上のグローバルマーケティングデータやノウハウを活かし、日

本と世界をつなげるグローバル Eコマースの第一人者として世界に誇るジャパニーズコンテンツ・エンタメの魅力を発信し、「日本の

企業・店舗の海外進出への挑戦」をサポートしてまいります。 

 

 

 

■オープン日 ：2019 年 10 月 11 日(金) 

■URL      ：https://shopee.tw/bcrevastore.tw 

■取扱商品  ：オフィシャルグッズ、他 

BeeCruise がエヴァンゲリオン公式通販サイト「EVANGELION STORE」の 

「Shopee」出店をサポート、『新世紀福音戰士
E V A N G E L I O N  

 官方店
S T O R E

』10 月 11 日にサイトオープン！ 

(URL: ：https://shopee.tw/bcrevastore.tw)  

Shopee 出店記念、台北市史上最大級のイベント「新世紀福音戦士祭典-人類蝦拼計畫-」を 

台北三創生活區にて 10 月 26 日より開催！ 

ShopeeTaiwan「新世紀福音戰士官方店 EVANGELION STORE」概要 
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■イベント名 ：「台灣最大網購平台蝦皮商城開店紀念 新世紀福音戦士祭典-人類蝦拼計畫-」 

■日時     ：2019 年 10 月 26 日(土)～30 日(水)11：00-21：30 ※金土は 22:00 まで 

■場 所    ：三創生活園區 １F 十二立方 

 (10058 台北市中正區市民大道三段 2 號) 

■入場無料 

 

【イベント概要】 

◆EVENT① 史上最大級のエヴァンゲリオングッズイベントを台北市で開催！ 

エヴァンゲリオンが三創生活１F 十二立方広場に登場、台湾エリアでは手に入りにくい、日本のオフィシャルストアの限定グッズを

販売いたします。 

※グッズは数量限定、なくなり次第終了。 

池袋・博多にある『EVANGELIONSTORE』,「エヴァンゲリオン」の舞台となった箱根にある『箱根湯本えゔぁ屋』、エヴァンゲリオン公

式アパレルストアの『RADIO EVA』、の３つのストアからエヴァアイテムを引き下げて台北市に上陸します。 

いつもは購入できないエヴァンゲリオングッズをぜひお求めください。 

 

 

◆EVENT② エヴァンゲリオンイラスト&原画の複製画展示  

「エヴァンゲリオンイラスト集 2007-2017」から、高精細な複製画や、エヴァンゲリ

オン原画集から複製画を実施。 

 

会場では、数量限定で「エヴァンゲリオンイラスト集」複製画の販売会も開催いた

します。最大級のエヴァンゲリオン祭をお見逃しなく！ 

 

 

◆EVENT③ 人気キャラクターと一緒に写真が撮れる、AR フォトフレーム＆スタンプラリー 

会場で好きなキャラクターとの撮影が楽しめる！人気キャラクターと一緒に写真が撮れる、AR フォトフレ

ーム＆スタンプラリー。ご自身の携帯で、どなたでも参加が可能です。 

 

本イベント限定コンテンツ、AR フォトフレームが十二立方広場に登場します。会場内に隠れたマーカーを

探してアプリから読み込むと、オリジナルフォトフレームが出現します。出現キャラクターは日によって変

わるため、何が出るかはお楽しみ。 

撮影した写真を SNS でシェアすると限定ノベルティをプレゼントいたします。 

AR スタンプラリーも同時開催しており、スタンプをすべて集めるとオリジナルステッカーとお引き替えいた

だけます。 

 

 

◆EVENT④ 等身大フィギュア＆名シーンパネル展示 

等身大フィギュアが展示され、エヴァンゲリオンの世界観がお楽しみいただけます。2ｍ級の初号機フィギュアや、綾波レイなどパ

イロットたちの等身大フュギュアが上陸。また、映画の名シーンを切り取ったパネルも展示されます。 

 

 

共催：BeeCruise・Shopee Taiwan 

企画協力：EVANGELION STORE 

※またこのプレスリリースに掲載されている画像を使用して記事を掲載される場合には、必ず下記のコピーライトの記載

をお願い致します。 

(c)カラー 

「新世紀福音戦士祭典-人類蝦拼計畫-」イベント概要 

 

イラスト集の写真デ

ータなど入れること

を検討 
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＜『エヴァンゲリオン』シリーズとは＞ 

『エヴァンゲリオン』シリーズは、1995 年のテレビアニメーション『新世紀エヴァンゲリオン』の放送から始まり、コミック・ 映画・ゲー

ムなどさまざまなメディアに展開、社会現象を巻き起こしたアニメーション作品。 2007年には劇場用アニメーション作品『ヱヴァンゲ

リヲン新劇場版』シリーズがスタートし、若者を中心に幅広い年代の層に支持され、これまでに『：序』『：破』『：Ｑ』の３作を公開。 

2012 年秋に公開された３作目『：Ｑ』は、動員 380 万人、興行収入は 53 億円を超え、DVD・BD も新劇場版シリーズのみで累計 200

万枚の売上を記録。 2020 年 6 月に、全世界待望の最終作『シン・エヴァンゲリオン劇場版』が公開。 

 

 

＜『Shopee』とは＞ 

Shopee とは、アメリカ NASDAQ に上場している Sea Limited（本社はシンガポール）が展開している東南アジア最大級の EC モール

で、台湾・タイ・シンガポール・マレーシア・フィリピン・インドネシア・ベトナムに進出しています。 

※内台湾・タイ・マレーシア・インドネシア・ベトナムでショッピングアプリダウンロード数 No.1 を獲得。 

 

 

 

【通信販売サイトEVANGELION STORE 運営会社の概要】 

EVANGELION STORE （http://www.evastore.jp/pc/） 

(1)社名 ：株式会社グラウンドワークス: 

(2)本店所在地 ：東京都杉並区西荻北3-30-11パルファンビル2F 

 

 

【BeeCruise 株式会社の概要】 

「BeeCruise」は、BEENOS グループの「経験値」「ネットワーク」「データの蓄積」といった３つの強みと新たな「テクノロジー」を駆使し、

主に既存事業の成長を加速化させるための取り組みと新規事業の開発を行っております。 2019 年 6 月より BEENOS グループの

持つグローバルマーケティングノウハウを活かしたグローバルマーケティングの専門組織を設立、日本のコンテンツや商品、エンタ

メを世界に拡げるため、マーケティング・プロモーション領域において日本企業や自治体のサポートを実施。さらに日本をはじめと

する世界の企業と消費者をつなぐ販売パートナーとして EC 出店展開の支援を行っています。 

 

 (1)社 名 : BeeCruise 株式会社  

(2)代 表 者 : 代表取締役社長 直井 聖太  

(3)本 店 所 在 地 : 東京都品川区北品川四丁目 7 番 35 号 

(4)設 立 年 月 : 2017 年 10 月 

(5)資 本 金 : 100 百万円                                                 以上 
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