2017 年 9 月 6 日

今年のハロウィンは大好きなキャラクターにかんたん変身！

『変身マント』
2017 年 9 月上旬より順次発売
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、お子さまが大好きなキャラクターに
簡単に変身できるハロウィンにぴったりなキャラクターアパレル、『変身マント』（子どもサイズ：各 1,944 円・税 8%
込/各 1,800 円・税抜、大人サイズ：各 3,240 円・税 8%込/各 3,000 円・税抜）の新商品を 2017 年 9 月上旬より
順次発売します。
年々拡大しているハロウィン市場は、イベントやパーティーへの参加率も増加傾向にあります。昨年 3～6 歳
のお子さんがいる家庭に行った調査では、「家族や友達の家でパーティーを開催」、「幼稚園や保育園のイベン
トに参加」など手軽にハロウィンを楽しんだ人が、一昨年対比約 202％※と大きく増加し、今年は更なる市場拡
大が見込まれています。また、ハロウィンを楽しむ上で欠かせない「仮装」に関しても、全身仮装よりも部分仮装
を好まれる傾向にあります。
『変身マント』はパッと羽織りフードを被るだけで簡単にキャラクターに変身ができるため、手軽に仮装を楽し
むことができる商品です。仮面ライダー新シリーズの「仮面ライダービルド」を始め、男女共に人気のキャラク
ターをラインアップしています。さらに今年からはディズニーキャラクターも加わり、ますますバラエティに富んだ
展開となります。一部のディズニーキャラクターでは大人サイズでの展開も行うため、家族や友達同士などのグ
ループ、カップルなどでも衣装を合わせて、ハロウィンや様々なパーティーシーンで活用できます。また、『変身
マント』以外にも楽しく変身できる『変身シリーズ』を多数展開します。
※バンダイ調べ

©2017 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

▲『変身マント 仮面ライダービルド』 子どもサイズのみ

【商品概要】
商品名イズ
商品名イズート
価格サイズ ート
推奨身長
発売日
主な販売ルート

©Disney

▲『変身マント ミッキーマウス』 上：子どもサイズ、下：大人サイズ

：『変身マント 仮面ライダービルド』
：『変身マント ミッキーマウス』（子どもサイズ、大人サイズ）
：（子どもサイズ）各 1,944 円･税 8%込、（大人サイズ）3,240 円・税 8%込
：（子どもサイズ）100～120cm、（大人サイズ）150～175cm
：2017 年 9 月上旬
：全国の家電店・量販店の玩具売場、玩具専門店など

■その他『変身マント』を含む『変身シリーズ』（一部）商品概要

変身マント

『変身マント

『変身マント

ウルトラマンジード プリミティブ』

ライトニング・マックィーン』 （子どもサイズ/大人サイズ）

1,944 円（税 8%込）

1,944 円（税 8%込）

1,944 円（税 8%込）/3,240 円（税 8%込）

推奨身長： 150～175cm

推奨身長：100～120cm

推奨身長： 100～120cm/150～175cm

発売日：9 月上旬

発売日：9 月上旬

発売日：9 月上旬

©Disney/Pixar

©Disney

推奨身長：100～120cm
発売日：9 月上旬
©円谷プロ
©ウルトラマンジード制作委員会・テレビ東京

変身かんたんドレス

『変身マント ミニーマウス』

『変身マント ダース・ベイダー』
3,240 円（税 8%込）

© & ™ Lucasfilm Ltd.

変身スーツ

『変身かんたんドレス キラキラ☆プリキュアアラモード

『変身スーツ 宇宙戦隊キュウレンジャー シシレッド』

キュアホイップ』

2,592 円(税 8%込)

2,592 円(税 8%込)

推奨身長：100～120cm

推奨身長：100～120cm

発売日：9 月上旬

発売日：9 月上旬

リアルなプリントが施されて、

パッとつけてプリキュアに変身！

全身なりきりが楽しめます。

キュートな 2 段フリルなど、女の子が大好きな

ヘッドパーツ付きです。

おしゃれポイントが盛り込まれています。

©ABC-A・東映アニメーション

なりきりポンチョ

©2017 テレビ朝日・東映 AG・東映

なりきりマスク

『なりきりポンチョ ショッカー戦闘員』

『なりきりマスク 仮面ライダー1 号』

3,240 円(税 8%込)

1,296 円(税 8%込)

推奨身長：150～175cm

発売日：9 月上旬

発売日：9 月上旬
ポンチョを被るだけで簡単変身！

目を飾り付けるアイテムです。

グループでの仮装にもおすすめです。

ライトな仮装におすすめです。

大人向けの展開となります。

※『なりきりポンチョ 仮面ライダー1 号』は別売ﾘです。
3,240 円(税・8%込）、2017 年 9 月上旬発売

©石森プロ・東映

©石森プロ・東映

■バンダイ ハロウィン関連商品
バンダイでは、キャラクターアパレル以外にも玩具・日用品などハロウィン関連商品を発売します。

ガシャポン®From TV animation ONE PIECE
『つまんでつなげてワンピース special ver.』
1 回 300 円(税 8%込)、全 12 種、9 月中旬発売
背部の留め具を使ってどんどんつなげることができる、人気アニメ
「ワンピース」のマスコットフィギュアです。全長約 30mm の、ハロウィン
仕様の特別な衣装をまとったルフィ、サンジ、トラファルガー・ローの 3
人と、不気味な見た目がハロウィンらしくもある悪魔の実のマスコット
フィギュア 6 種のフィギュアを、ボールチェーン Ver.と留め具 Ver.の 2
パターンで展開します。全国のカプセル自販機で販売します。
©尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

ガシャポン®
『ラブライブ！サンシャイン!! カプセルラバーマスコット 06』
1 回 300 円(税 8%込)、全 9 種、9 月上旬発売
ハロウィン仕様のオリジナル衣装をまとった人気アニメ「ラブライブ！
ア

ク
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サンシャイン!!」のAqoursのメンバーを可愛らしくデフォルメした、ボール
チェーン付きラバーマスコットです。全長約60mmの大きめサイズ。全
国のカプセル自販機で販売します。
©2016 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!!

ジャンボカードダス®
ヴ ィ ラ ン ズ

バ

『Disney VILLAINS mini クリアファイルコレクション』
1 回 200 円(税 8%込)、全 8 種、9 月下旬発売
『眠れる森の美女』のマレフィセントや、『リトル・マーメイド』のアースラ
など、そうそうたる顔ぶれのディズニーの悪役「ヴィランズ」たちのイラ
ストを散りばめたミニサイズ（約 205 ㎜×約 146 ㎜）のクリアファイルで
す。全国のジャンボカードダス自販機で販売します。
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『びっくら？たまご Bath Hallowe’en night』（全 5 種）
410 円(税 8%込)、全 5 種、発売中
カボチャの形の炭酸ガス入浴剤が溶けると、ハロウィンを彩るマスコット
のフィギュア(全 5 種の中から 1 つ)が出てきます。入浴剤は“ハッピー
パンプキンの香り”です。

©Disney

©BANDAI

バンダイのアパレル事業について
©

バンダイのアパレル事業は 1983 年より「頭のてっぺんからつま先まで」をコンセプトに、アウター、インナー、

ナイティ、靴下、トランクス、水着、エプロン、帽子、タオル、ハンカチーフ、マフラー、ベビー、寝具、レジャーシー
©LEVEL5/妖怪ウォッチプロジェクト・テレビ東京

ト、ホームソーイングなどのカテゴリーを展開しています。キッズ・ベビー向けキャラクター衣料のほか、ジュニ
ア・メンズ＆レディース市場へ向けた取り組みも行うことでターゲットの拡大に努めています。

バンダイアパレルストア：http://p-bandai.jp/apparel/
変身シリーズ公式サイト：http://henshin.bandai-fashion.jp
バンダイホームページ：http://www.bandai.co.jp/

※本プレスリリースの内容は 2017 年 9 月 6 日のものであり、予告なく変更する場合があります。
※「ガシャポン」はバンダイの登録商標です。

