2017 年 6 月 1 日
2017 年 6 月 2 日改訂（3 ページ目掲載・過去商品の発売年を変更しました）

変形合体シークエンスを BGM・音声付きで再現！
バンダイの技術力が生んだ革新的ギミックトイ「超合金魂」生誕 20 周年記念大型アイテム

『DX 超合金魂 超電磁ロボ コン・バトラーV』
2017 年 6 月 1 日（木）予約開始／2017 年 12 月発売予定
株式会社バンダイ（代表取締役社長：川口勝、本社：東京都台東区）は、「超合金魂」生誕 20 周年を記念し、
テレビアニメーション｢超電磁ロボ コン・バトラーV｣の劇中に登場するロボット「コン・バトラーV」の変形合体
シークエンスを BGM・音声付きで再現した『DX 超合金魂 超電磁ロボ コン・バトラーV』（59,940 円・税 8%込
/55,500 円・税抜）を 2017 年 12 月に発売します。
1976 年～1977 年に放送された「超電磁ロボ コン・バトラーV」は変形合体ロボットアニメの先駆けとして、放
送当時から今日に至るまで多くのファンを魅了しているアニメーション作品です。バンダイの歴史においても数
多くのヒット商品が生まれ「超合金®」ブランドにおける変形合体ギミック確立のきっかけになりました。
本商品は、かつて少年時代に「超合金」に親しんだ大人をターゲットにしたブランド「超合金魂」シリーズの 20
周年を記念するアイテムの一つとして、その頂点に立つ「DX 超合金魂」ブランドで生まれ変わります。BGM・音
声と共に、あのなつかしの変形合体シークエンスを再現した、バンダイの技術力が生んだ革新的ギミックトイで
す。
本商品のターゲットは、40～50 代の男性で、国内の主な販売ルートは、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です。また、アジア・北米･欧州など海外でも日本と同時
期に発売予定です。
【バトルジェット】

【バトルマリン】

【バトルクラッシャー】

【バトルクラフト】
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『DX 超合金魂 超電磁ロボ コン・バトラーV』
59,940 円・税 8%込/55,500 円・税抜、2017 年 12 月発売予定
（左：マシン単体カット、右：商品メイン画像）
ⓒ東映

※画像はイメージです。

■合体・変形シークエンス紹介
『DＸ超合金魂 超電磁ロボ コン・バトラーV』 は、アニメの合体・変形シーンを BGM・音声付きの合体ギミック
で忠実に再現しています。
① ロペット（声/野沢雅子氏）を台座にセットすると「コン・バイン OK」の音声が流れます。
あおい ひょう ま

② 台座のスイッチを押すと 葵 豹 馬（声/三ツ矢雄二氏）らバトルチームの「レ～ッツ！コン・バイン！」の音
声と BGM が流れます。
③ 5 台のバトルマシンを合体させると、自動で各合体ジョイント音が鳴り響きます。
④ 最後に、台座に本体をセットすることで「コン・バトラーV」のボイスが流れて合体完了です。

①コン・バイン OK

②♪レ～ッツ！コン・バイン！
BGM「コン・バトラー大決戦」
が流れます。

③5 台のバトルマシンを合体させると、
自動で各合体ジョイント音が鳴り響きます。

合体音声

合体音声

④台座にセットすると
「コン・バトラーV」のボイスが
流れて合体完了

合体音声

合体音声

アニメさながらに BGM・音声を鳴らしながらマシンが合体します
『DX 超合金魂 超電磁ロボ コン・バトラーV｣ 商品概要
商品名

DX 超合金魂 超電磁ロボ コン・バトラーV

メーカー希望小売価格

59,940 円・税 8%込/55,500 円・税抜

発売日

2017 年 12 月予定

対象年齢

15 歳以上

材質

ダイキャスト、PVC、ABS

サイズ

全高約 355mm

電池

LR41×12 個、単 3 乾電池（AA）×2 個

本体（バトルジェット、バトルクラッシャー、バトルタンク、バトルマリン、バトルクラフト）、交換
セット内容

用手首左右 4 種、コン・バトラーV 用武装各種、バトルマシン用武装各種、台座、各種支柱、
ロペット、LR41×12 個、単 3 乾電池（AA)×2 個（テスト用電池付）

収録 BGM（3 曲）

♪レッツ・コンバイン！（南原コネクションから発進時）、♪コン・バトラー大決戦（合体時）、♪コン・バ
トラーV のテーマ（主題歌）

収録音声（15 種以上）

葵 豹馬（声/三ツ矢雄二）らバトルチームの合体時・戦闘時の音声、ロペット（声/野沢雅
子）の音声

コピーライト

ⓒ東映

｢DX 超合金魂 超電磁ロボ コン・バトラーV 合体ムービー公開中！
BGM・音声と合わせて合体シークエンスを体感できるスペシャルムービーを公開中！ナレーションはロペット（声/野
沢雅子氏）が担当。（https://youtu.be/vt-WjnIVxmQ）
ⓒ東映

■｢超電磁ロボ コン・バトラーV｣玩具の歴史
■超合金

■ポピニカ

GA-54 コン・バトラーV
1976 年 6 月発売
1700 円・税抜

ポピニカ コンバインシリーズ
1976 年 7 月発売
1,350 円・税抜～

頭部・胴体・脚部の 3 ブロックに分割
でき、簡易的な合体仕様が盛り込ま
れている。

バトルマシンは単品で発売され、5 台
集めるとコン・バトラーV となる。合体
後の全高 300mm・総重量、1.35kg とい
うボリュームはポピニカシリーズ内で
群を抜いていた。

■超合金魂

GX-03 超電磁ロボ
コン・バトラーV
1999 年 6 月発売
12,800 円・税抜

GX-50 超電磁ロボ
コン・バトラーV
2009 年 12 月発売
17,800 円・税抜

バトルマシンの合体を完全 GX-03 から 10 年を経て完
再現。全高 240mm のビッグ 全新規造形でリニューアル
サイズで発売した超合金魂 した超合金魂第 2 弾。
第 1 弾。

【超合金Ⓡとは】
ロボットやヒーローを、ダイキャストを含む複合素材で再現したバンダイの商品
ブランドです。第 1 弾として 1974 年に商品化した「マジンガーZ」が、アニメの中で、
“超合金 Z でつくられた”という設定となっているところから名付けました。
2014 年に 40 周年を迎え、今までにないキャラクターとのコラボレーション商品を発売し話題を集めました。
これまでに約 500 種類の商品を発売しています。
【DX 超合金魂とは】
数々のキャラクターを再現して積み重ねられてきた「超合金」シリーズの頂点に
立つのが「DX 超合金魂」ブランドです。大型のボディに、内部メカの再現やサ
ウンドギミックなどさまざまなメカニズムを搭載しています。第 1 弾の「マジンガー
Z」は「日本おもちゃ大賞 2013 ハイターゲット・トイ部門 優秀賞」を受賞しました。
【バンダイの大人向けコレクターズ事業について】
バンダイは、大人向けコレクターズ商品の部門として 2008 年に「コレクターズ事業部」
を立ち上げました。全商品に統一ブランド「TAMASHII NATIONS」を掲げ、「超合金」シ
リーズをはじめ、フィギュアやロボットを中心に豊富なラインアップと高いクオリティの
商品でファン層を拡大。現在は海外にも裾野を広げています。
※本プレスリリースの画像はイメージです。
※本プレスリリースの内容は 2017 年 6 月 1 日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。
※「超合金」はバンダイの登録商標です。
「DX 超合金魂 超電磁ロボ コン・バトラーV」スペシャルページ：http://tamashii.jp/com_battler_v/
バンダイホームページ：http://www.bandai.co.jp/
※本プレスリリースは 2017 年 6 月 2 日に改訂しました。

ⓒ東映

