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株式会社バンダイ（社長：上野和典、本社：東京都台東区）は、2015年7月4日（土）より日本で公開される映画

『アベンジャーズ／エイジ・オブ・ウルトロン』のアクションフィギュアシリーズを、2015年7月25日（土）より日本と

世界4カ国（香港、中国、フランス、ブラジル）で続々と発売します。主なターゲットは20～40代の男性で、日本国

内の主な販売ルートは全国の家電店・量販店の玩具・模型売場、玩具店、模型店、インターネット通販などです。 

映画『アベンジャーズ／エイジ・オブ・ウルトロン』は、2015年 4月 22日から世界各国で公開し、46の国と地域

全てで興行収入初登場 No.1を獲得、前作を上回る好成績でスタートしました。そして、全米では 2015年 5月 1

日に公開され、公開から 2週連続で興行収入 No.1スタートを記録、世界中を席巻している「アベンジャーズ現

象」は、さらなる快進撃を続けています。バンダイでは、本作に登場するキャラクターのアクションフィギュアを「フィ

ギュアによるキャラクター表現の追求」をテーマに、「造形」「可動」「彩色」とあらゆる技術を凝縮したフィギュアシ

リーズ「S.H.Figuarts」ブランドより続々発売します。「S.H.Figuarts アイアンマン マーク 45」（6,264円・税 8%込／

5,800円・税抜、日本発売：2015年 8月下旬、全高約 155mm）を中心に、「S.H.Figuarts キャプテン・アメリカ」

（6,264円・税 8%込／5,800円・税抜、日本発売：2015年 7月 25日（土）、全高約 155mm）など、新作映画の最

新版コスチュームに、こだわりのギミックと造形美でアクションフィギュア化し、7月の日本公開にあわせて続々と

発売します。 

さらに、アジア 2カ国（香港、中国）では日本と同時期に発売し、シリーズのアジア展開を拡大予定です。   

また、2016年 1月には今作注目のヒーロー、「ハルクバスター」を「超合金」ブランドで商品化します。「超合金

×S.H.Figuarts アイアンマン マーク 44 ハルクバスター」（34,560円・税8%込／32,000円・税抜、送料・代引手数

料別途、発送予定月：2016年 1月、全高約 250mm）は、5月 29日（金）16時より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」（http://p-bandai.jp/tamashiiwebshouten/item-1000097438/）にて、予

約受付を開始します。 

 

 

 

 

 

この映画を、<愛>を知る全人類に捧げる―今世紀最強映画が日本上陸！ 

7月 4日（土）ロードショー『アベンジャーズ／エイジ・オブ・ウルトロン』  

「S
エス

. H
エイチ

.Figuarts
フ ィ ギ ュ ア ー ツ

」と「超合金
ち ょ う ご う き ん

」アベンジャーズシリーズ 

2015年 7月 25日（土）より続々と発売！ 

「S.H.Figuarts アイアンマン マーク 45」 

6,264 円・税 8%込/5,800 円・税抜、日本発売：2015 年 8 月下旬 
 

「S.H.Figuarts」「超合金」 

アベンジャーズシリーズ 
※画像はイメージです。 
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■完全新規造形「マーク45」のハイターゲット向けアクションフィギュアを発売！     

『アベンジャーズ／エイジ・オブ・ウルトロン』に登場する新規造形の「アイアンマン マーク 45」を、一部ダイキャ

ストを使用したハイターゲット向けアクションフィギュアとして発売します。 

【「S.H.Figuarts アイアンマン マーク45」商品概要】 

商品名 S.H.Figuarts アイアンマン マーク 45 

メーカー希望小売価格 6,264 円・税 8%込／5,800 円・税抜 

発売予定日 2015 年 8 月下旬 

対象年齢 15 歳以上 

サイズ 全高約 155mm 主な素材 ABS、PVC、ダイキャスト 

セット内容 本体、交換用手首左右各 3 種、掌用エフェクト左右各 2 種、

脚部用エフェクト左右 

販売ルート 全国の家電店・量販店の玩具・模型売場、 

玩具店、模型店、インターネット通販等 
 

■驚きの可動域とダイキャストの融合により「超合金」の新たな可能性を表現！          
注目のヒーロー「ハルクバスター」を「超合金」ブランドより発売します。バンダイの培った設計技術により

「S.H.Figuarts」の可動域とダイキャストの魅力が融合し、ダイキャストを使用した玩具シリーズ「超合金」が新た

な進化を遂げた商品です。 

＜特長①：映画のバトルシーンを再現できる可動表現＞ 
新たなるヒーロー「ハルクバスター」を、「超合金」でありながらも、
「S.H.Figuarts」のアクションフィギュア並みの可動域を再現しました。
「S.H.Figuarts」ブランドとスケール感を統一することで、カテゴリーの
枠を超えた新たな遊びを提供します。 
 
 
 
 
 

＜特長②：映画の世界観を再現する発光ギミック＞ 
「超合金」の重量感と質感に映画の世界観を再現する発光ギミック
を搭載しました。目（左右）、胸のモールド、膝のモールド（左右）が白
色 LEDで発光します。 
 

＜試作品をイベント初公開＞ 
2015 年 5 月 30 日（土）・31 日（日）に開催するバンダイ主催イベント
「魂の夏コレ 2015」にて試作品の初公開を予定しています。 
※イベントの詳細：http://tamashii.jp/special/tamacolle_2015/ 

【「超合金×S.H.Figuarts アイアンマン マーク 44 ハルクバスター」商品概要】 

商品名 超合金×S.H.Figuarts アイアンマン マーク 44 ハルクバスター 

価格 34,560 円・税 8%込／32,000円・税抜 

送料・代引手数料別途 

対象年齢 15 歳以上 

予約期間 2015 年 5 月 29 日（金）16 時～ 発送予定月 2016 年 1 月 

サイズ 全高約 250mm 電池 LR41×8（付属） 

セット内容 本体 主な素材 ABS、ダイキャスト、POM 

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」

（http://p-bandai.jp/tamashiiwebshouten/item-1000097438/） 

豊富なエフェクトパーツでさまざまな 

アクションポーズを再現できます。 

左）「S.H.Figuarts ハルク」と「超合金×S.H.Figuarts  

アイアンマン マーク 44 ハルクバスター」 

で再現した対決シーン 

右）「超合金×S.H.Figuarts  

アイアンマン マーク 44 ハルクバスター」 

商品イメージ画像 

 

左）膝の可動に連動する装甲のスライドギミック  

右） LEDによる発光ギミック（目・胸） 
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【「S.H.Figuarts」アベンジャーズシリーズ商品概要】 

 

 

 

 

 

 

 

商品名 S.H.Figuarts キャプテン・アメリカ 

メーカー希望小売価格 6,264 円・税 8%込／5,800 円・税抜 

発売予定日 2015 年 7 月 25 日 

対象年齢 15 歳以上 

サイズ 全高約 155mm 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

魂ウェブ アベンジャーズスペシャルページ：http://tamashii.jp/special/avengers/ 

バンダイホームページ：http://www.bandai.co.jp/ 

商品名 S.H.Figuarts ソー 

メーカー希望小売価格 6,264 円・税 8%込／5,800 円・税抜 

発売予定日 2015 年 9 月下旬 

対象年齢 15 歳以上 

サイズ 全高約 155mm 

商品名 S.H.Figuarts ハルク 

メーカー希望小売価格 9,720 円・税 8%込／9,000 円・税抜 

発売予定日 2015 年 7 月 25 日 

対象年齢 15 歳以上 

サイズ 全高約 200mm 

商品名 S.H.Figuarts ウォーマシン マーク 2 

価格 6,264 円・税 8%込／5,800 円・税抜 

送料・代引手数料別途 

商品お届け 2015年 10月発送 （予約受付中）（※） 

対象年齢 15 歳以上 

サイズ 全高約 155mm 

【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全世界にファン層を

拡大しています。 

 

＜「非公認戦隊アキバレンジャー シーズン

痛」番組概要＞ 

妄想世界で戦い、そこで数々のスーパー

戦隊との交流を持ったアキバレンジャー。

しかし主人公たちが作りだしたある種理

想世界だったバトルフィールドに、第 2

期「シーズン痛」では、彼らの意志に反す

る要素を持ち込んで主人公たちを苦しめ

る、新たな強敵が登場！！主人公たちが妄

想したものではない邪悪な怪人が登場し、

そんな敵によって乱された妄想が、現実世

界にまで作用して現実を歪め始める。©東

映 AG・東映 

 

＜『アベンジャーズ／エイジ・オブ・ウルトロン』映画情報＞ 

 全人類に捧げる 今世紀最強のフィルム・プロジェクト！ 

 全人類に捧げる、今世紀最強映画が日本上陸！ 

 人類滅亡の危機を前に、アイアンマンこと“戦う実業家トニー・スターク”を 

 始めとする“最強チーム”アベンジャーズの愛のための戦いを描いた、 

 魂を揺さぶる感動のアクション巨編が誕生！ 

※本プレスリリースの内容は 2015年 5 月 21 日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。 

キャプテン・アメリカ ハルク ソー ウォーマシン マーク 2 

※「S.H.Figuarts ウォーマシン マーク 2」のみ、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」（http://p-bandai.jp/tamashiiwebshouten/item-1000093116/）での販売になります。 
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7月 4日（土）全国ロードショー 

©MARVEL 2015 

http://tamashii.jp/special/avengers/
http://www.bandai.co.jp/
http://p-bandai.jp/tamashiiwebshouten/item-1000093116/

