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「GUNDAM EVOLUTION」 

ゲーム本編の全 BGM を牧野忠義氏が担当 

Steve Aoki 氏によるテーマ曲のリミックスバージョントレイラーも同時公開 
 

 

株式会社バンダイナムコエンターテインメント（住所：東京都港区 代表取締役社長：宮河恭夫）および株式会社バンダイ

ナムコオンライン(住所：東京都港区 代表取締役社長：関口 昌隆)は、『GUNDAM EVOLUTION』のゲーム本編の全

BGM を作曲家・牧野忠義氏（スピンソルファ）が担当することをお知らせします。また、世界的 DJ/音楽プロデューサー Steve 

Aoki 氏がリミックスした Main Theme [Steve Aoki Evolution Mix] Trailer も同時公開いたしました。 

 

 

◆ゲーム本編の全 BGM を牧野忠義氏が作曲！◆ 

本作の全 BGM およびメインテーマ曲を牧野忠義氏が作曲したことを発表いたします。 

また、牧野忠義氏が作曲したテーマ曲にのせて、本作で登場する 12 機体を紹介したネットワークテストトレーラームービーも公開

しておりますので、あわせてご覧ください。 

 

■GUNDAM EVOLUTION ｜ ネットワークテストトレイラー 

https://www.youtube.com/watch?v=sgqqKxMSdsU 

 

【牧野忠義氏コメント】 

従来のガンダムタイトルとしての重厚感に加えて「チームシューター」「FPS」「競技性」といった要素をどう組み上げるか開発チームと

共に、作曲と実装を繰り返して BGM の在り方を確立（ちゃぶ台返しも）していきました。世界観を決定付けるメインテーマ楽曲

や、試合中さまざまなルールによって変化しながら再生されるＢＧＭなど没入出来るインタラクティブなゲーム体験の一助となれば

嬉しいです。SteveAoki さんのリミックスバージョンも私とはまた異なる GUNDAM EVOLUTION の側面を見せてくれており必聴

です！ 

 

【牧野忠義氏プロフィール】 

▼株式会社スピンソルファ代表取締役・作曲家 

オーケストラとロックテイストを軸にした作家性と技術力により、作品規模を問わず高い評価を得ている。「ドバイ万博・日本館」

「NHK スペシャル」「Netflix アニメーション」に作曲家として参加するなどゲーム業界の枠を超えた活動を展開中。 

「機動戦士ガンダム クライマックス UC」「機動戦士ガンダム MS 戦線 0079」「キャプテン翼 RISE OF NEW 

https://www.youtube.com/watch?v=sgqqKxMSdsU


CHAMPIONS」「FINAL FANTASY VII REMAKE」「MONSTER HUNTER WORLD : ICEBONE」「Dragon`s 

Dogma Series」など多数ゲーム作品の音楽を担当している。 

 

 

◆テーマ曲を世界的人気を誇る DJ  Steve Aoki 氏がリミックス！◆ 

牧野忠義氏が作曲したメインテーマ曲を Steve Aoki 氏がリミックスした曲を使用したワールドワイド向け紹介ムービー「Main 

Theme [Steve Aoki Evolution Mix] Trailer」を公開いたしました。 

Steve Aoki が作曲したリミックスバージョンの BGM にのせて展開されるトレーラームービーをご覧ください。 

 

■GUNDAM EVOLUTION ｜ Main Theme [Steve Aoki Evolution Mix] トレイラー 

https://www.youtube.com/watch?v=KoKc-o3F8pU 

 

【Steve Aoki 氏コメント】 

I'm very thankful that Mr. Tadayoshi Makino and the Gundam team trusted me with this remix. The original 

Gundam Evolution theme is such an iconic composition and I had so much fun adding my signature Aoki sounds 

to the track. This one is for my gamers worldwide! 

日本語訳： 

牧野忠義さんをはじめ、ガンダムチームが、私にこのリミックスを託してくれたことに心から感謝しております。GUNDAM 

EVOLUTION のオリジナルテーマはとても象徴的な曲で、そんな素晴らしいトラックに私のサウンド要素を加えられることができたの

はとても楽しかったです。これは世界中のゲーマーに捧げた一曲ですので、ぜひお楽しみください！  

 

【Steve Aoki 氏プロフィール】 

▼DJ/音楽プロデューサー 

カリフォルニア育ちの世界的に人気を誇る日系アメリカ人アーティスト。2012 年にアルバム『Wonderland』でデビューし、グラミー

賞ノミネート。翌年セカンドアルバム『Neon Future Part.1』が全米ダンス・チャート 1 位＆ゴールドディスク認定。2017 年には

2017 年 BTS とのコラボ「Mic Drop」にて北米 iTunes チャート 1 位を獲得するなど第一線で活躍中。日本アニメ・ゲームへの

造詣も深いことで知られている。 

 

 

◆PC 版ネットワークテスト テスター募集中！◆ 

現在日本と北米で PC 版ネットワークテストのテスターを募集中です（募集期間 2022 年 3 月 28 日(月) 16:00 まで）。 

※PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One 向けネットワークテストは PC 版テスト後に改めてご案

内予定です。 

 

■日本 PC 版ネットワークテスト実施期間 

2022 年 4 月 8 日(金) 11:00～2022 年 4 月 12 日(火) 22:00 まで 

 

■日本 PC 向け募集人数 

30,000 名 ※応募者多数の場合は抽選 

 

テスターの応募およびゲームに関する詳しい情報は公式サイトをご確認ください。 

https://gundamevolution.jp/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KoKc-o3F8pU
https://gundamevolution.jp/


◇『GUNDAM EVOLUTION』とは 

「目覚めよ、 限界操縦――」 

『GUNDAM EVOLUTION』とは、人気アニメ「ガンダム」シリーズに登場するモビルスーツを用いて戦う 6 対 6 のオンライン FPS タ

イトルです。スピーディーで没入感のある操作体験を実現。特徴ある様々なモビルスーツを乗り換えながら、チームで協力し勝利を

目指しましょう。2022 年正式サービス開始予定。 

  
詳しくは、公式サイトをご確認ください。                                  ※画面は開発中のものです。 

 

◇タイトル概要 

タイトル名：GUNDAM EVOLUTION 

プラットフォーム：PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC 

ジャンル：ガンダムチームシューター 

サービスエリア：日本・北米・欧州・アジア地域 ［※ネットワークテストは日本・北米地域のみ］  

正式サービス開始：2022 年予定 

予定価格：基本プレイ無料＋アイテム課金 

公式サイト：https://gundamevolution.jp/ 

Twitter 公式アカウント：https://twitter.com/GUNDAMEVO_JP 

LINE アカウント：https://lin.ee/jRRv4dQ 

YouTube アカウント：https://www.youtube.com/channel/UCZB_omuxPt54zMyth6Gr0Mw 

開発：株式会社バンダイナムコオンライン 

運営：株式会社バンダイナムコエンターテインメント & 株式会社バンダイナムコオンライン 

著作権表記：©︎創通・サンライズ ©︎創通・サンライズ・MBS 

 

 

============================================================== 

◇株式会社バンダイナムコエンターテインメントについて https://www.bandainamcoent.co.jp/ 

私たちは、IP（Intellectual Property ＝キャラクターなどの知的財産）を基軸に、ネットワークコンテンツ、家庭用ゲーム、ライ

フエンターテインメントの分野において、幅広いターゲットに向けてさまざまな商品やサービスをワールドワイドで提供しています。驚く

ようなアイデアで、どこよりも新しい技術で、今までにない新しい「アソビ」をカタチにする。そして何気ない日常を今よりずっと楽しく、

世界中のお客様が笑顔でいられるような「アソビきれない毎日を。」の実現を目指しています。 

 

◇株式会社バンダイナムコオンラインについて https://www.bandainamco-ol.co.jp/ 

日本発のオンラインゲームを、世界へ 

バンダイナムコグループにおいて、オンラインゲーム事業に特化した当社は、開発・運営～パブリッシングまで一通りの機能を備えた

スピード感ある企業です。 

当社では、オリジナル IP の『アイドリッシュセブン』をはじめとした、スマートフォンゲーム・PC オンラインゲームなど、デバイスを問わず、

様々なコンテンツ＆サービスを展開しています。 

さらに、オンラインアクション RPG『BLUE PROTOCOL』やチーム対戦 FPS『GUNDAM EVOLUTION』など、次世代フラグシップ

タイトルの開発にも注力しています。 

今後も、世界へインパクトを与える日本発のオンラインゲームとオリジナル IP の創出にチャレンジしつづけます。 

https://gundamevolution.jp/
https://twitter.com/GUNDAMEVO_JP
https://lin.ee/jRRv4dQ
https://www.youtube.com/channel/UCZB_omuxPt54zMyth6Gr0Mw
https://www.bandainamcoent.co.jp/
https://www.bandainamco-ol.co.jp/

