2017 年 9 月 1 日

新作映画『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』早くも商品化！

公開に先駆けてバンダイより新商品続々展開
2017 年 9 月から順次発売
株式会社バンダイ（社長：川口勝、本社：東京都台東区）は、映画「スター・ウォーズ」シリーズ最新作『ス
ター・ウォーズ／最後のジェダイ』（2017 年 12 月 15 日（金）公開）の関連商品を、公開に先駆けて 2017 年 9
月から順次発売します。フィギュア「S.H.Figuarts キャプテン・ファズマ（THE LAST JEDI）」、プラモデル「1/144
ミレニアム・ファルコン」など、最新作のデザインの人物や乗物を商品化し、作品を盛り上げます。今作をはじ
め、「スター・ウォーズ」関連商品を 2017 年 9 月から 2018 年 3 月までに 100 アイテム以上を展開します。

【フィギュア「S.H.Figuarts キャプテン・ファズマ（THE LAST JEDI）」 商品概要】
パッケージから取り出してすぐに遊べる本格アクションフィギュア「S.H.Figuarts」シリー
ズの『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』第一弾は新デザインのキャプテン・ファズマ
です。塗装により、メッキにはない深みのある色味を再現する最新技術｢メタリック マ
テリアル フィニッシュ｣を採用し、実物感を演出する色味に仕上げました。本商品を含
む、2017 年 9 月～12 月の間に発売する各月の「S.H.Figuarts スター・ウォーズ／最後
のジェダイ」シリーズ対象商品を同時購入すると、S.H.Figuarts の BB ユニットが先着で
もらえるキャンペーンを実施します。
キャンペーン詳細 魂ウェブ（http://tamashii.jp/）
商品名
価格
素材
対象年齢
販売ルート

S.H.Figuarts キャプテン・ファズマ（THE LAST JEDI）
6,480 円・税 8%込/6,000 円・税抜
発売日
2017 年 9 月 9 日（土）発売予定
ABS、PVC
サイズ
全高約 155mm
15 歳以上
全国のホビーショップ、玩具店、家電店・量販店のホビー・玩具売場、インターネット通販など

【プラモデル「1/144 ミレニアム・ファルコン」 商品概要】
『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』に登場するミレニアム・ファルコンを、
「銀河系最速のガラクタ」と称されるその魅力的な「ゴチャゴチャした」メカ感
をそのままに 1/144 スケールに凝縮した商品です。何度も繰り返された改
造の軌跡を、その手で組み立てることで体感できます。接着剤が必要ない
「スナップフィット」を採用し、プラモデル初心者の方でも簡単に組み立てら
れます。
劇中シーンをイメージさせる専用ディスプレイベースが付属します。
商品名
価格
素材
対象年齢
販売ルート

1/144 ミレニアム・ファルコン
5,400 円・税 8%込/5,000 円・税抜
発売日
2017 年 11 月発売予定
PS
サイズ
全長約 240mm
15 歳以上
全国のホビーショップ・玩具店、百貨店・家電店・量販店のホビー・玩具売場、インターネット通販など
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【プラモデル「1/12 ファースト・オーダー ストームトルーパー・エクセキューショナー」 商品概要】
『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』に登場する頭部の黒いラインが特徴的なストー
ムトルーパーのプラモデルです。今作より変更されたヘルメットのデザインも忠実に
再現しています。新登場となる鉤爪状の武器を含む武器 2 種とハンドパーツ 8 種が
付属します。新武装にはエフェクトパーツも付属し、迫力のアクションポーズをとらせ
ることができます。また、同様にヘルメットのデザインが変更された従来のファース
ト・オーダー ストームトルーパーのパーツも付属し、選択式でどちらも再現可能なハ
イバリュー商品です。

商品名
価格
素材
対象年齢
販売ルート

1/12 ファースト・オーダー ストームトルーパー・エクセキューショナー
2,916 円・税 8%込/2,700 円・税抜
発売日
2017 年 9 月 9 日（土）発売予定
PS、PE
サイズ
全高約 142mm
15 歳以上
全国のホビーショップ・玩具店、百貨店・家電店・量販店のホビー・玩具売場、インターネット通販など

【プラモデル「1/72 ブーステッド・X ウイング・ファイター ポー専用機」 商品概要】
『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』に登場するレジスタンスのエースパイロッ
ト、ポー・ダメロンが搭乗する X ウイング・ファイターです。ポー専用機の特徴で
あるエンジン部「ブーステッド・アクセラレーター・ポッド」も驚異的なディテール
で再現しています。また、パーツの選択で『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』
版も再現可能です。多色成型（色分け済みパーツ）とスナップフィット採用で、
組み立てればすぐに劇中さながらの機体ができ上がります。

商品名
価格
素材
対象年齢
販売ルート

1/72 ブーステッド・X ウイング・ファイター ポー専用機
2,916 円・税 8%込/2,700 円・税抜
発売日
2017 年 9 月 9 日（土）発売予定
PS
サイズ
全長約 173mm
15 歳以上
全国のホビーショップ・玩具店、百貨店・家電店・量販店のホビー・玩具売場、インターネット通販など

【フィギュア「S.H.Figuarts レイ（THE LAST JEDI）」 商品概要】
『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』の主人公・レイを最新作のデザインでアクションフィ
ギュア化します。実写キャラクターをリアルに表現できる「魂のデジタル彩色」技術により、
レイの生命力にあふれた眼差しや凛とした表情を全高約145mm のコンパクトなサイズで再
現します。ライトセーバーやブラスター、バッグなど『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』に
登場するオプションパーツも付属します。

商品名
価格
素材
対象年齢
販売ルート

S.H.Figuarts レイ（THE LAST JEDI）
6,264 円・税 8%込/5,800 円・税抜
発売日
2017 年 12 月発売予定
ABS、PVC
サイズ
全高約 145mm
15 歳以上
全国のホビーショップ、玩具店、家電店・量販店のホビー・玩具売場、インターネット通販など

「魂のデジタル彩色」技術とはデジタル原型と立体インクジェットプリント技術をシンクロさせることで、再現度を
高める最新技術です。
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【フィギュア「S.H.Figuarts カイロ・レン（THE LAST JEDI）」 商品概要】
『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』で活躍したダークサイドの戦士「カイロ・レン」を最新
作のデザインでアクションフィギュア化。実写キャラクターをリアルに表現可能な「魂のデ
ジタル彩色」技術により、特徴的な傷痕まで忠実に再現します。頭部パーツの差し替えに
より、マスクの着脱ができます。特徴的な形のライトセーバーが付属します。

商品名
価格
素材
対象年齢
販売ルート

S.H.Figuarts カイロ・レン（THE LAST JEDI）
6,264 円・税 8％込/5,800 円・税抜
発売日
2017 年 11 月発売予定
ABS、PVC
サイズ
全高約 155mm
15 歳以上
全国のホビーショップ、玩具店、家電店・量販店のホビー・玩具売場、インターネット通販など

※【参考】“Force FridayⅡ（フォース・フライデー・ツー）”開催
“Force Friday”とは、「スター・ウォーズ」の新作映画の商品が全世界で一斉に発売開始されるファン
イベントです。今回の『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』では“Force FridayⅡ”として、9 月 1 日（金）
（日本では 00：01AM）より発売が解禁されました。
■カウントダウンイベント開催場所
代官山 蔦屋書店、トイザらス・ベビーザらス 池袋サンシャインシティ店、渋谷ロフト
■バンダイ先行発売商品
・フィギュア「S.H.Figuarts キャプテン・ファズマ（THE LAST JEDI）」
・フィギュア「S.H.Figuarts ファースト・オーダー ストームトルーパー（THE LAST JEDI）スペシャルセット」
・プラモデル「1/12 ファースト・オーダー ストームトルーパー・エクセキューショナー」
・プラモデル「1/72 ブーステッド・X ウイング・ファイター ポー専用機」
ディズニー公式サイト（http://www.disney.co.jp/）

バンダイ ホームページ：http://www.bandai.co.jp/
※本資料は 2017 年 9 月 1 日現在のもので、記載内容は予告なしに変更されることがあります。
※商品画像は実際の商品とは異なる場合があります。
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