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 『エヴァンゲリオン』
シリーズ20周年！

原宿にEVANGELION STORE
TOKYO-01オープン！

『ヱヴァンゲリヲン
新劇場版：Q』公開！

店舗は2階建てで、アパレルを中心としたファッションに
特化した１階と、雑貨を扱う２階フロアがありました。店舗
裏の壁面には謎のシルエットが…？ 『：Q』に登場するキャラ
かもしれないとファンの間で話題に。

エヴァレーシング新レースク
イーンお披露目イベントを店
舗にて実施。店内には実際の
マシンも展示！（3月20日）

TOKYO-01のある池袋P‘PARCOも参加！
全国５都市８箇所の街頭ビジョンをジャックし
同時多発ライブビューイングを実施。多くの
ファンで盛り上がりました。（10月4日）

謎のままだった壁面イラストは公開されたばかり
の『：Q』のキャラクターたちだった…！／年末
には宮村優子さんを迎え、「あんたバカぁ？」を
108回！ 除夜の鐘に見立て、来場者の煩悩を払
おうという年越しイベントが開催。（12月31日）

「残酷な天使のテーゼ／魂のルフラン」
CD発売記念、高橋洋子ミニライブ＆１時
間店長就任！ お買い物をしていただい
たお客様には洋子さんから直接「1時間
店長の名刺」も手渡し。（6月30日）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため
『シン・エヴァ』が公開延期に。公開を待
ち望むファンのため、エヴァストアでは
様々なオンライン企画を実施。25周年
ロゴを使用した商品も発売。（10月4日）

どこよりも早くエヴァストアから
『シン・エヴァ』ビジュアルを使用
したクリアファイルとポストカー
ドを発売！（9月16日）

博多、新宿、大阪と全国各地にエヴァ
ストアが続々オープン（現在は営業
終了）。そしてRADIO EVA初のリアル
ストア「RADIO EVA STORE」も渋谷
PARCOにオープン。（11月22日）

2011年11月23日に原宿でオープンした
EVANGELION STOREの歴史を
周年イラストとともに振り返ってみました。

11.23

原宿から池袋P’ PARCOに移転！
６月1日、店舗移転＆お引っ越し祭を開催！ 原宿店内壁には
庵野監督のサイン。そして原宿→池袋までをゆるしとが走る！ 
ゆるしとマラソンを決行!? そして10月3日のリニューアルオ
ープン初日には多くのお客様にご来店いただきました。

3.8

『シン・エヴァンゲリオン劇場版』公開！

『エヴァンゲリオン』
シリーズ25周年！興行収入は100億円を突

破！ 店内には総監督、監督、
キャスト陣のサイン入りポ
スターの掲示、100億円突
破を記念したメッセージボ
ードを設置し、多くのお客
様と交流ができました！

裏面は10周年記念ビジュアルポスター！3 2
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『シン・ゴジラ』公開記念、ゴジラ対
エヴァンゲリオン商品が続々登場！

『シン・エヴァ』
プロモーション始動！ 
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Comment

10周年ありがとうございました！

※掲載されている内容は当時のもので
あり、現在とは異なる場合がございます
ので予めご了承ください。

Ⓒカラー

〈こたえ〉からだのむき／パーティーフラッグのいろ／くちのあきかた／ほしのいろ／うでをあげているかいないか

「ゆるしと」も10周年を
記念しておめかし。
ぜんぶで5つ、左と右と
でちがうところがあるよ。

まちがいさがし
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