EVANGELION SPORTS、 EVANGELION e:PROJECT、 EVANGELION RACINGの
エヴァンゲリオンの世界観を取り入れた3つのブランドと
アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」から生まれたヒット商品とのコラボレーションを展開！
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株式会社 JAMMY（本社︓東京都品川区、代表取締役︓鈴見純孝）は、「EVANGELION(エヴァンゲリオン)」のライセンスを管理する株式会社グラウン
ドワークス（本社︓東京都杉並区、代表取締役︓神村靖宏）の許諾の元に立ち上げた、eスポーツ ブランド「EVANGELION e:PROJECT(エヴァンゲリオン
イープロジェクト)」、スポーツ ブランド「EVANGELION SPORTS(エヴァンゲリオン スポーツ)」、レーシングチーム「エヴァンゲリオンレーシング」の3つのエヴァンゲリオン
の世界観を取り入れたブランドと、株式会社マクアケ（本社︓東京都渋谷区、代表取締役社長︓中山亮太郎）が運営するアタラシイものや体験の応援購入
サービス「Makuake」より生まれたヒット商品とのコラボレーションにより、オリジナルデザインで再商品化いたします。Makuakeに3つのプロジェクトを同時リリースし、
先行予約受付を2020年11月16日11時より開始いたします。
【Makuake エヴァンゲリオン関連ブランド特集】 https://www.makuake.com/partner/eva_tokushu
【Makuake先行予約受付期間】 2020年11月16日(月)11:00～2021年1月30日(土)18:00まで
◎先行予約受付では数量限定での割引価格販売を行っています。

カルフォルニア発 世界最小クラス スケートボード elos × EVANGELION SPORTS

エヴァンゲリオンの「パワー」
と
「躍動感」をコンセプトに誕生したスポーツブランド
「EVA sports」は、街での散歩が楽しめるスケボーをアイデアに、
カリフォルニアで生まれたElos(イロス )とコラボレーションした「Elos EVA Sportsエディション」をMakuakeにて先行予約受付開始いたします。
Elos x EVA Sports のコラボスケートボードでワンランク上のスリルと躍動感を
体験出来ます。Elosは簡単にマスターできるから、
スケボー初心者から経験者ま
でお楽しみいただけます。
エヴァンゲリオンの機体カラーと機体番号を背負い潜在能力を覚醒させよ！
【商品特徴】
■Elos EVA Sports エディション全3モデル
Elos EVA Sports スケートボードは全３モデル。
コラボ商品はボードに加え、
スケートツールやMakuake限定ディスプレイスタンドなどが揃っています。
■ Elosは世界最コンパクトクラス＆高パフォーマンスなクルーザーボード
■ Elosは超幅広、安定感抜群、簡単マスター。チュートリアルが盛りだくさん！
■ 期待値をはるかに超える
【Elos x EVA Sports】
コラボ
ボードの一つ一つはハンドクラフトされ、限定ロゴとQRコードがレーザー彫刻
されています。
違いを出したいファンは、
【Elos x EVA Sports】限定商品をお楽しみください。
Makuake限定のディスプレイスタンド、Elos EVA、
スケートツール＝コンプリート
コレクション。
【Makuakeプロジェクト】
Elos Eva Sports エディションは、2021年3月の一般発売に先駆けて、2020年11月
16日(月)よりアタラシイものや体験の応援購入サービスMakuakeにて先行予約
受付されます。先行予約では数量限定最大25％OFFの割引販売で入手出来るチャ
ンスです。
【お届け予定時期】
2021年2月末〜3月末までにお届け予定
【Makuakeプロジェクトページ】
パワーが溢れ出す！快適街乗り＆簡単マスタースケボーElos EVA Sports
https://www.makuake.com/project/elos̲evasports/

世界最薄クラスのスマホ＆ノートPCスタンド MOFT × EVANGELION e:PROJECT

山路を登りながら

エヴァンゲリオンの世界観を取り入れたeスポーツブランド“EVANGELION e:PROJECT（エヴァンゲリオン イープロジェクト）”は、2019年に出現以来
最薄クラスの「汎用デバイス型スタンド装置」
として、全世界10万人超のノートPCやスマホ使用時の悩み改善に貢献したスマホ&ノートPCスタンド
のMOFT（モフト）
シリーズとコラボレーションし、期間限定オリジナルモデルをMakuakeにて先行予約受付開始いたします。
【製品仕様】
商品名：MOFT ノートPCスタンド
サイズ（横×縦×厚み）
：22.4×17×0.3cm
重量：89g
調節範囲：15°
/5cm UP または 25°
/8cm UP
商品名：MOFT X スマホスタンド
サイズ（横×縦×厚み）
：6.4×10.5×0.47cm
重量：29g
調節範囲：縦使用時60°
/横使用時40°
※画像はサンプルのため、実際の商品とは異なる場合がございます。
【MOFTとは】
“ Mobile Oﬃce for Travellers（旅行者のためのモバイルオフィス）”の略。
【Makuakeプロジェクト】
e:PROJECTオリジナルモデルはスマホスタンド全5種類、
ノートPCスタンド
全4種類から期間中は全て特別価格にて申し込み可能。
プロジェクトページではMOFTシリーズの使い方等も詳しく紹介されている。
先行予約受付期間は21年1月30日
（土）
までの期間限定となるため、最大
40%OFFで入手出来るこのチャンスをお見逃しなく。
【お届け予定時期】
2021年3月末までにお届け予定
【Makuake プロジェクトページ】
汎用デバイス型スタンド装置＜MOFT＞e:PROJECECTオリジナルモデル出撃
https://www.makuake.com/project/moft̲evaeproject/

0.1秒瞬間調光サングラス eShades × EVANGELION RACING

エヴァンゲリオンの世界観とリアルなモータースポーツが融合したブランド
「エヴァンゲリオンレーシング」は、Makuakeにて22,490,500円の応援
購入を達成した瞬間調光サングラスeShades（イーシェード）
とコラボし、エヴァンゲリオン初号機・2号機をイメージした限定版オリジナルデザイン
の瞬間調光サングラスeShadesをMakuakeにて先行予約受付開始いたします。
瞬間調光サングラスとは・・・
瞬間調光サングラスeShadesは、内蔵の光センサーが明るさを感知し、
レンズの色
を適度な濃さに自動調整してくれるサングラスです。要する時間はわずか0.1秒！
eShadesを掛けている貴方からは、ほぼ同じ明るさの視界が保たれるので、いつで
も快適に見ることができます。
【商品概要】
初号機、2号機の機体カラーリングの限定デザインeShades。初号機モデルには初
号機アイコンを、2号機モデルにはネルフシンボルをサングラス側面にプリントし
ています。
【製品仕様】
・光の感知方法 光センサー
・電源 太陽光パネル（ソーラーパネル）
・UVカット 99%以上
・偏光機能 あり
・カラーシフト なし
・レンズ色 グレーブラウン
・主な素材 液晶レンズ：プラスチック、ポリカーボネート
フレーム：プラスチックチタンTR90、
ナイロン、
プラスチック
ノーズパッド：プラスチック樹脂
・透過率 太陽光を直視：5%
直射日光：15%
晴天の屋外：20%
屋内：41%
【Makuakeプロジェクト】
Makuakeプロジェクトで応援購入していただくと、
販売予定価格35,200円（税込）
より最大33％OFFで先行割引販売！

初号機モデル：EVA-R 01

【お届け予定時期】
2021年3月末までにお届け予定
【Makuakeプロジェクトページ】
EVA RACING x eShades ＜コラボ企画＞ 瞬間調光サングラス
https://www.makuake.com/project/eshades̲evaracing/

2号機モデル：EVA-R 02

●EVANGELION e:PROJECT
エヴァンゲリオンの世界観を取り入れた e スポーツシーンにおけるブランド。
エヴァンゲリオンのバトルシーンと競技性の高い e スポーツシーン。 互いに重なり合う
「戦闘」 を背景に、一瞬一秒を争うプレイヤーと共に戦うプロ仕様のアイテムの展開
を予定しています。高機能なゲーミングデバイスや PC 周辺機器はプレイヤーのパルス
とモチベーションを増幅させ最大限にサポートします。
EVANGELION e:PROJECT 公式サイト

http://eva-eproject.jp/

●EVANGELION SPORTS
エヴァンゲリオンの 『パワー』 『躍動感』 をコンセプトに誕生したスポーツにおけるブランド。
エヴァンゲリオンの世界観をイメージしたデザインのスポーツギアやアパレルはまるでプラグ
スーツを着たような感覚で、あらゆるスポーツとシンクロします。

●エヴァンゲリオン レーシング
2010年4月、エヴァンゲリオンの世界観とリアルなモータースポーツが融合した 「エヴァン
ゲリオンレーシング」 を結成。初号機のカラーリングを施したマシンにて四輪、 二輪ともに
国内最大の観客動員数を誇るレースに参戦。10 年に渡りサーキットで闘い続けてきた
歴史をバックグラウンドに、ワークスピリッツ溢れるハイパフォーマンスなアイテムの展開を予
定しています。
エヴァンゲリオンレーシング 公式サイト

http://eva-racing.com/

●ヱヴァンゲリヲン新劇場版
1995年に放送されたTVシリーズの大ヒットを経て、2007年から始まった映画新シリーズ『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』として復活。2007年9月1日公開の第1作
「ヱヴァンゲリヲン新劇場版︓序」は新たな若いファン層にも熱狂的に迎えられた。シ リーズ第2作の「ヱヴァンゲリヲン新劇場版︓破」は 2009年6月27日に公開
され、 興業収入40億円、動員数300万人。シリーズ第3作の「ヱヴァンゲリヲン新劇場版︓Ｑ」は 2012年11月17日に公開され、興業収入52億円、動員数
380万人を超えた超弩級アニメーション作品シリーズ。 次回作『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の公開は2021年1月23日公開を予定している。
ヱヴァンゲリヲン新劇場版 公式サイト http://www.evangelion.co.jp/

●株式会社 JAMMY
株式会社 JAMMY は Rody（ロディ）をはじめとした各種キャラクター、ブランド&企業ロゴ、自社ブランド Workson（ワークソン）等を使用した商品化権管理
窓口（ライセンサー業務）、一般流通向けから 販路限定、別注、プロモーション販促用等各種商品の企画・開発・生産、輸入、卸販売及び直営オンラインスト
アを運営。 「EVANGELION（エヴァンゲリオン）」のライセンスを管理する（株）グラウンドワークス︓ の許諾の元に、ワークブランド「A.T.FIELD」、レーシングチー
ム「エヴァンゲリオンレーシング」、スポーツブランド「EVA SPORTS」、e スポーツブランド「EVANGELION e:PROJECT」のエヴァンゲリオンに関する４つのブランドの
商品化窓口も行っている。
株式会社 JAMMY 公式サイト https://jammy-inc.com/
●株式会社マクアケ
「Makuake」を中心とした各種支援サービスの運営研究開発技術を活かした製品プロデュース支援事業を展開。
「Makuake」とは︖
「Makuake」は、「生まれるべきものが生まれ 広がるべきものが広がり 残るべきものが残る世界の実現」をビジョンとした、アタラシイものや体験の応援購入サービス。
2013年8月のサービス開始より様々なジャンルのプロジェクトが掲載されており、1,000万円を超える応援購入が集まった大型プロジェクト実績も多数。
Makuake︓https://www.makuake.co.jp/

<本リリースに関するお問い合わせ先>
株式会社 JAMMY
TEL︓03-6712-3408 FAX︓03-5715-5588 MAIL︓info@jammy.tokyo

