2019 年 9 月 27 日

新作映画『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』
公開に先駆けて BANDAI SPIRITS より新商品続々展開
2019 年 10 月から順次発売
株式会社 BANDAI SPIRITS（代表取締役社長：福田祐介、本社：東京都港区）は、映画「スター・ウォーズ」シ
リーズ最新作『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』（2019 年 12 月 20 日（金）公開）の関連商品を、
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公開に先駆けて 2019 年 10 月から順次発売します。フィギュア「 S . H .Figuarts レイ & D-O（STAR WARS:The
Rise of Skywalker）」、プラモデル「1/144 ミレニアム・ファルコン(スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け)」
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。BANDAI SPIRITS では、今後も今作
をはじめ、さまざまな「スター・ウォーズ」関連商品を展開していきます。
【フィギュア「S.H.Figuarts レイ ＆ D-O（STAR WARS:The Rise of Skywalker）」 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／スカイウォーカーの夜明け』第一弾は新デザイン
のレイです。「魂のデジタル彩色」技術により、顔が実写そっくりの仕上がりで、
全高約 145mm ながらも、手軽に本格的なフィギュアを楽しめます。本商品を含
む、「S.H.Figuarts スター・ウォーズシリーズ」をいずれか 1 点購入すると、作中
に登場するエンブレムがデザインされたフィギュアスタンドが先着でもらえる
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「STAR WARS EMBLEM STAGEプレゼントキャンペーン」を 2019 年 11 月下旬
～12 月の間に実施します。
キャンペーン詳細：魂ウェブ（https://tamashii.jp/special/sw/）

「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。
商品名

S.H.Figuarts レイ ＆ D-O（STAR WARS:The Rise of Skywalker）

価格

6,600 円・税 10%込／6,000 円・税抜

発売月

2019 年 11 月発売予定

素材

PVC・ABS 製

サイズ

全高約 145mm

対象年齢

15 歳以上

販売ルート

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
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【プラモデル「1/144 ミレニアム・ファルコン(スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け)」 商品概要】
『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』に登場するミレニアム・
ファルコンを、全長約 240mm の 1/144 スケールで再現した商品です。
『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』のデザイン仕様である
丸いアンテナを新規造形で表現し、シリーズ中で何度も繰り返された改
造の軌跡を、キットを組み立てることで体感できます。さらに、コックピッ
トに着座が可能なパイロットパーツには、「ポー・ダメロン」「フィン」の
2 種類が付属します。
商品名

1/144 ミレニアム・ファルコン(スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け)

価格

6,050 円・税 10%込／5,500 円・税抜

発売日

2019 年 10 月発売予定

素材

PS

サイズ

全長約 240mm

対象年齢

15 歳以上

販売ルート

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「1/12 カイロ・レン(スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け)」 商品概要】
『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』に登場する「カイロ・
レン」のプラモデルです。特徴的なヘルメットのひび割れを再現していま
す。また、ローブには不織布を採用することで、躍動感のある多彩な表
現が可能です。残像バージョンのライトセーバーエフェクトが付属し、劇
中でのさまざまなアクションシーンを再現できるキットになっています。

商品名

1/12 カイロ・レン(スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け)

価格

3,960 円・税 10%込／3,600 円・税抜

発売日

2019 年 10 月発売予定

素材

PS、PE、TPE、PET、RAYON

サイズ

全高約 158mm

対象年齢

15 歳以上

販売ルート

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「1/12 BB-8&D-O ジオラマセット」 商品概要】
『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』に登場する人気のドロ
イド「BB-8」と今作で初登場する新ドロイドの「D-O」をジオラマセットで
発売します。「BB-8」には内部露出を再現するパーツも付属していま
す。
商品名

1/12 BB-8&D-O ジオラマセット

価格

2,970 円・税 10%込／2,700 円・税抜

発売日

2019 年 11 月発売予定

素材

PS

サイズ

全長約 96mm

対象年齢

15 歳以上

販売ルート

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
© & ™ Lucasfilm Ltd. All rights reserved.

【フィギュア「S.H.Figuarts カイロ・レン（STAR WARS:The Rise of Skywalker）」 商品概要】
強大なパワーを持ったカイロ・レンを、『スター・ウォーズ／スカイウォーカー
の夜明け』版で発売します。マントは布製で、ダイナミックなポージングを自
由自在に表現できます。さらに、マスクに加えて素顔のヘッドパーツも付属
しており、シーンに合わせて付け替えてディスプレイが可能です。
「STAR WARS EMBLEM STAGE プレゼントキャンペーン」対象商品です。
商品名

S.H.Figuarts カイロ・レン（STAR WARS:The Rise of Skywalker）

価格

7,150 円・税 10%込／6,500 円・税抜

発売日

2019 年 11 月発売予定

素材

PVC、ABS、布製

サイズ

全高約 155mm

対象年齢

15 歳以上

販売ルート

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

【フィギュア「S.H.Figuarts シス・トルーパー（STAR WARS:The Rise of Skywalker）」 商品概要】
紅のスーツに身を包んだ最新のトルーパー「シス・トルーパー」を S.H.Figuarts で発売し
ます。3 種類のブラスターが付属する豪華仕様で、さまざまなバトルシーンを表現して
楽しめます。カイロ・レンと合わせれば『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』
の世界が広がります。
「STAR WARS EMBLEM STAGE プレゼントキャンペーン」対象商品です。

商品名

S.H.Figuarts シス・トルーパー（STAR WARS:The Rise of Skywalker）

価格

6,600 円・税 10％込／6,000 円・税抜

発売日

2019 年 11 月発売予定

素材

PVC、ABS 製

サイズ

全高約 150mm

対象年齢

15 歳以上

販売ルート

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

株式会社 BANDAI SPIRITS ホームページ：https://www.bandaispirits.co.jp/

※プレスリリースの内容は 2019 年 9 月 27 日現在のものであり、予告なく変更する場合があります。
※プレスリリースに掲載の画像は、実際とは異なる場合があります。
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