2015 年 1 月 20 日

「アナと雪の女王」から大人の女性に向けた本格フィギュアが登場
ゼ

ロ

『フィギュアーツZERO エルサ』
『フィギュアーツ ZERO アナ』
2015 年 7 月 25 日（土）発売
エルサとアナを劇中イメージそのままの姿で再現！
❄限定セットにはオラフも付属❄
株式会社バンダイ（社長：上野和典、本社：東京都台東区）は、ディズニー映画「アナと雪の女王」のダブル
ヒロインであるエルサとアナを完全再現したディスプレイ用の本格フィギュア『フィギュアーツ ZERO エルサ』
『フィギュアーツ ZERO アナ』（以下、『フィギュアーツ ZERO エルサ／アナ』、各4,320 円・税8％込、4,000 円・税抜）
を、2015 年 7 月 25 日（土）に発売します。主なターゲットは、20 代～30 代女性で、販売ルートは全国の模型店、
玩具店、家電店・量販店の模型・玩具売場、インターネット通販等です。
『フィギュアーツ ZERO エルサ／アナ』は、細部にまでこだわった造形と彩色により、劇中の二人のイメージを
完全再現した全高約 14.5cm～15cm の無可動のフィギュアです。髪の毛の美しい流れから、ディズニーのヒロイン
に特徴的なボリュームのあるまつげ、そして個性的な衣装まで、バンダイがこれまでにフィギュア製作で培っ
たノウハウを最大限発揮し、スクリーンのイメージそのままに、「エルサとアナ」の姿を再現しました。
なお、本商品は、大人の女性向け本格フィギュアとして、女性企画者が完全プロデュースしました。女性なら
ではの目線で製作したフィギュアを、同世代の女性に向けて発売します。
『フィギュアーツ ZERO エルサ／アナ』の一般店頭発
売に先駆け、バンダイ公式ショッピングサイト「プレミア
ムバンダイ」内「魂ウェブ商店」では、「エルサとアナ」に、
「オラフ」の限 定 フィギュアを加 えた 3 体 特 別 セット
フローズン

スペシャル

ボックス

『フィギュアーツ ZERO Frozen Special Box』（10,800 円・
税 8％込、10,000 円・税抜、送料・代引手数料別）を数量
限定で先着にて通信販売します。同商品の予約受付は
2015 年 1 月 26 日（月）16 時から（準備数に達し次第受
付終了）で、2015 年 7 月に発送予定です。
『フィギュアーツ ZERO Frozen Special Box』

2015 年 1 月 26 日（月）16 時より予約受付
2015 年 7 月に発送予定
（10,800 円・税 8%込、10,000 円・税抜、
送料・代引手数料が別途かかります）
©Disney ※画像はイメージです。
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『フィギュアーツ ZERO エルサ／アナ』 商品概要
本商品は、女性社員が企画を担当しました。女性ならではの目線で細部にまでこだわった、大人の女性に
向けたディスプレイ用の本格フィギュアです。

まつげの造形にまでこだわりました。

こだわり① SIZE
横に広がりすぎないポージングで、
⼩さなスペースでも美しくディスプレイ
して楽しめます(全⾼：約 14.5cm〜
15cm、幅：約 6cm〜11cm)。
こだわり② AS IT IS
髪の⽑の流れから⾐装まで、劇中のイ
メージをそのまま再現。造形と彩⾊に
こだわりました。
こだわり③ MAGICAL EYES
ディズニーの特徴的なボリュームの
あるまつ⽑を、彩⾊ではなく造形で
繊細に表現しています。
こだわり④ MATERIAL
エルサのマントにはクリアパーツを
使⽤し、透明感を演出しています。

商品名
メーカー希望小売価格

『フィギュアーツ ZERO エルサ』 『フィギュアーツ ZERO アナ』
各 4,320 円・税 8%込／各 4,000 円・税抜
発売予定日

2015 年 7 月 25 日（土）

対象年齢

15 歳以上（主なターゲットは 20 代～30 代女性）

セット内容

本体、専用台座シート

本体サイズ

エルサ： 全高約 15cm、幅約 11cm／アナ： 全高約 14.5 cm、幅約 6cm
全国の模型店、玩具店、家電店・量販店の模型・玩具売場、インターネット通販等
（2015 年 2 月 2 日より予約解禁）

販売ルート

主な素材

©Disney

PVC

※画像はすべてイメージです。

株式会社バンダイ コレクターズ事業部 企画担当者コメント
バンダイの大人向けフィギュアのブランド「魂ネイションズ」で蓄積してきた男性向けフィギュアの製作技術を
女性に向けた商品づくりに生かしたら、新しい価値観が生まれるのではないかと思い、本商品の企画を立案しま
した。
飾るイメージや女性の部屋、キャラクターの印象を大切にし、高いクオリティを維持しつつ、価格はできる限り
控えめに・・・と、とてもよくばった商品です。パッケージも捨てずにとっておきたくなるようなものに仕上げていき
ますので楽しみにしてください！
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「魂ウェブ商店」 先着販売
『フィギュアーツ ZERO Frozen Special Box』 商品概要

全高約 8cm の「オラフ」の
フィギュアを特別に付属し
た 3 体セットです。
商品名
メーカー希望小売価格

『フィギュアーツ ZERO Frozen Special Box』
10,800 円・税 8%込／10,000 円・税抜、送料・代引手数料が別途かかります

予約受付開始日

2015 年１月 26 日（月）16 時～（準備数に達し次第受付終了）

発送予定日

2015 年 7 月

対象年齢

15 歳以上（主なターゲットは 20 代～30 代女性）

セット内容

主な素材

エルサ（本体、専用台座シート）、アナ（本体、専用台座シート）、オラフ（本体、専用台座シート）
エルサ： 全高約 15cm、幅約 11cm／アナ： 全高約 14.5 cm 幅約 6cm／
オラフ： 全高約 8cm、幅約 4cm
PVC

販売ルート

バンダイ公式ショッピングサイト「プレミアムバンダイ」内「魂ウェブ商店」での通信販売
http://p-bandai.jp/tamashiiwebshouten/item-1000095442/

本体サイズ

©Disney

※画像はすべてイメージです。

【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『魂ネイションズ』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。
中でも、「フィギュアーツ ZERO」は、集めやすい価格とサイズ、そして、無可動フィギュアならではのこだわ
りの造形と彩色で、キャラクターの魅力を再現した人気シリーズです。これまでは、主に男性に人気のキャラ
クターを中心に展開してきましたが、2015 年がシリーズ誕生 5 周年にあたることを機に、本格的に女性向け
キャラクターフィギュアのシリーズ化を行っていく予定です。

統一ブランド
「魂ネイションズ」
ロゴ

※本資料に記載されている情報は 2015 年 1 月 20 日現在のものです。

魂ウェブ ディズニースペシャルページ：http://tamashii.jp/special/disney/
バンダイ ホームページ：http://www.bandai.co.jp
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