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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、2016 年に生誕 70 周年を迎える伝説の

人気ロックバンド「Queen」でリードヴォーカルを務めた「フレディ・マーキュリー」を、デジタル彩色技術を採用してア

クションフィギュア化した商品『S.H.Figuarts フレディ・マーキュリー』（6,480 円・税 8%込／6,000 円・税抜）を、2016

年 3 月下旬より日本と世界 19 の国と地域で続々と発売します。 

『S.H.Figuarts フレディ・マーキュリー』は、1973 年に「Queen」のリードヴォーカルとしてデビューし、2005 年に全

英アルバムチャートで1,422週（27年間）チャートインのギネス認定などを持つ伝説的ヴォーカリスト「フレディ・マー

キュリー」の多彩な表情を、最新技術であるデジタル彩色技術により骨格から微細な筋肉の流れに至るまでをリア

ルに再現したアクションフィギュアです。 

主なターゲットは 20～50 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。 

バンダイでは、今後もデジタル彩色技術を採用した人物やキャラクターのアクションフィギュアを続々発売します。

なお、本商品の試作品は、2015 年 10 月 30 日（金）～11 月 1 日（日）に、秋葉原で開催するイベント「TAMASHII
タ マ シ イ

 

NATION
ネ イ シ ョ ン

 2015」にてお披露目します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伝説の人気ロックバンド「Queen」でリードヴォーカルを務めたレジェンドが 

生誕 70 周年に「魂のデジタル彩色」で蘇る！ 

『S
エス

.H
エイチ

.Figuarts
フ ィ ギ ュ ア ー ツ

 フレディ・マーキュリー』 
2016年 3月下旬発売！ 

10月 30日（金）から秋葉原で開催のイベント「TAMASHII NATION 2015」にてお披露目 

 

『S.H.Figuarts フレディ・マーキュリー』 

（左：商品メイン画像、右：デジタル彩色で再現された表情） 

6,480 円・税 8%込／6,000 円・税抜、日本発売：2016 年 3 月下旬 
©2015 Queen Productions Limited. Under license to Bravado Merchandising. All rights reserved 



『S.H.Figuarts フレディ・マーキュリー』商品概要 

商品名 S.H.Figuarts フレディ・マーキュリー 発売予定日 2016 年 3 月下旬 

メーカー希望小売価格 6,480 円（税 8%込）／6,000 円（税抜） 対象年齢 15 歳以上 

サイズ 全高約 140mm 主な素材 ABS、PVC 

セット内容 本体、交換用手首左右各 3 種、交換用表情 2 種、マイク、マイクスタンド（ハーフタイプ） 

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など 

※2015 年 10 月 29 日（木）より予約解禁 

 

■「デジタル彩色技術」で蘇る、歌の神が宿った「フレディ・マーキュリー」の表情！                

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。本商品では「本物の再現」を目指し「フレ

ディ・マーキュリー」の映像資料などを参考にキャラクターをあらゆる角度から徹底

検証・研究し、その骨格から表情の微細な筋肉の流れに至るまでをリアルに再現し 

たデジタル原型を制作。この原型に、従来のスケールサイズでは表現が極めて難しかった、肌の質感 （陰影、 

細かな皺、色素の沈着状態）をリアルに再現した立体彩色用データを制作。3D と 2D の 2 つのデータをシンクロさ

せながら試作を完成させ、立体インクジェットプリント技術で量産をすることで、手塗り、マスク彩色では実現でき

ない精細なグラデーションの表現を可能にしました。 

■「S.H.Figuarts」デジタル彩色シリーズ                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品名 
S.H.Figuarts ルーク・スカイウォーカー

（Episode Ⅵ） 
商品名 

S.H.Figuarts オビ=ワン・ケノービ

（EpisodeⅠ） 

メーカー希望小売価格 5,940 円・税 8%込／5,500 円・税抜 メーカー希望小売価格 5,940 円・税 8%込／5,500 円・税抜 

発売日 2015 年 8 月 8 日（2016 年 2 月再販） 発売予定日 2016 年 1 月 

対象年齢 15 歳以上 対象年齢 15 歳以上 

サイズ 全高約 140mm サイズ 全高約 155mm 

商品名 S.H.Figuarts ブルース・リー 

メーカー希望小売価格 5,940 円・税 8%込／5,500 円・税抜 

発売日 2016 年 1 月 

サイズ 全高約 140mm 

ルーク・スカイウォーカー 

（Episode Ⅵ） 

オビ=ワン・ケノービ 

（EpisodeⅠ） 

ブルース・リー 

©＆TM Lucasfilm Ltd. 

BRUCE LEE ® and the Bruce Lee signature are registered trademarks of Bruce Lee Enterprises,LLC.  

The Bruce Lee name,image,likeness and all related indicia are intellectual property of Bruce Lee Enterprises,LLC. All Rights Reserved. 



■イベント「TAMASHII
タ マ シ イ

 NATION
ネ イ シ ョ ン

 2015」にて、「S.H.Figuarts」デジタル彩色シリーズを紹介！               

バンダイ コレクターズ事業部主催の、年に一度のロボット・フィギュアの祭典「TAMASHII NATION 2015」を、

今年は秋葉原 UDX とベルサール秋葉原の 2 会場で開催します。『S.H.Figuarts フレディ・マーキュリー』を含む

「S.H.Figuarts」デジタル彩色シリーズのほか、総数約 500 点を超えるさまざまな商品を 2 会場で展示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「TAMASHII NATION 2015」開催概要                                       

■日  時 ：2015 年 10 月 30 日（金）～31 日（土） 9:00～19:00（最終入場は 18:30） 

：2015 年 11 月 1 日（日） 9:00～18:00（最終入場は 17:30） 

■会  場 ：東京・秋葉原 UDX：2F AKIBA_SQUARE / ベルサール秋葉原 1F 

■入場料 ：当日チケット 1,000 円（税込） ※数量限定前売りチケット有り 

■前売りチケットなど「TAMASHII NATION 2015」の詳細：http://tamashii.jp/special/tamashii_nation/ 
 

 

 

 

 

魂ウェブ 魂のデジタル彩色技術スペシャルページ：http://tamashii.jp/special/digital_technics/ 

 

バンダイホームページ：http://www.bandai.co.jp/ 

【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。現在は海外にも裾野を広げています。 

 

＜「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 

 ※本プレスリリースの内容は 2015 年 10 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。 

■秋葉原 UDX 主な展示内容 
01：マクロスシリーズ最新作「マクロスΔ（デルタ）」最新バルキリーのデザイン＆スペックを発表 

02：マクロスの全てを商品でつづるヒストリーで紹介 

03：「ROBOT 魂」シリーズの新コンセプトを発表 

04：「METAL BUILD」ブランド最新作を続々と発表 

■ベルサール秋葉原主な展示内容 
01：『S.H.Figuarts フレディ・マーキュリー』を含む「S.H.Figuarts」デジタル彩色シリーズの展示 

02：「聖闘士星矢」新ブランドのお披露目 

03：最新作「仮面ライダーゴースト」を始め、「スター・ウォーズ/フォースの覚醒」など、さまざまな 

：ヒーロー・ムービーキャラクターを紹介 

04：「アイカツ！」コレクターアイテムの公開など、ますます充実するヒロインフィギュアを紹介 

http://tamashii.jp/special/tamashii_nation/
http://tamashii.jp/special/digital_technics/
http://www.bandai.co.jp/

