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2016 年 5 月 20 日 

   

 

 

 

 

  

 

 

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、最新フィ

ギュアの展示イベント『魂フィーチャーズ 2016』を、2016年 5 月 21 日（土）、22日（日）

の 2 日間、ベルサール秋葉原で開催し、「S.H.Figuarts 仮面ライダーシリーズ」を中

心に約 500 点のキャラクターフィギュアを公開します。 

本イベントでは、「仮面ライダーシリーズ」のヒーローたちの力強いアクション、  

その魂の躍動を約 145mm で再現する「S.H.Figuarts」の造形技術「真骨彫製法」の新

商品『S.H.Figuarts 仮面ライダーW サイクロンジョーカー（真骨彫製法）』（6,480 円・

税 8%込/6,000 円・税抜、2016 年 10 月 22 日（土）発売）をお披露目します。 

商品の主なターゲットは、仮面ライダーファンを中心とした 15 歳以上の男性で、

主な販売ルートは、全国の模型店・玩具店、百貨店・家電・量販店の模型・玩具売場、

インターネット通販などです。 

「真骨彫製法」とは、ヒーローの画像や資料を元に、造形を骨格から見直すことでアクションスーツ本来のプ

ロポーションを割り出し、劇中でのプロポーションとフィギュアとの理想のバランスを追求し、外見だけでなく骨

格に至るまで、ヒーロー本来の「存在感」とフィギュアとしての「自然な可動」の両立を追求した製法です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「S.H.Figuarts 仮面ライダーシリーズ」を中心にキャラクターフィギュア約 500点を一挙公開！ 

『魂フィーチャーズ 2016』 
5月 21日（土）、22日（日）秋葉原で開催 

骨格からフィギュアをつくる「S.H.Figuarts」真
し ん

骨
こ っ

彫
ち ょ う

シリーズ最新作 

『S.H.Figuarts 仮面ライダーW
ダブル

 サイクロンジョーカー』をお披露目 

『S.H.Figuarts 仮面ライダーW サイクロンジョーカー（真骨彫製法）』 

（左：バストアップ画像、中：メイン画像、右：背面画像） 

6,480 円・税 8%込/6,000 円・税抜、2016 年 10 月 22 日（土）発売 
©石森プロ・東映  

※画像はイメージです。 

『魂フィーチャーズ 2016』 

メインビジュアル 
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『S.H.Figuarts 仮面ライダーW サイクロンジョーカー（真骨彫製法）』商品概要 
商品名 S.H.Figuarts 仮面ライダーW サイクロンジョーカー（真骨彫製法） 

メーカー希望小売価格 6,480 円・税 8%込/6,000 円・税抜 

発売日 2016 年 10 月 22 日（土） 

対象年齢 15 歳以上 

サイズ 全高約 145mm 主な素材 ABS、PVC 

セット内容 本体、交換用手首左右各 5 種、交換用マフラー 

販売ルート 全国の模型店・玩具店、百貨店・家電・量販店の模型・玩具売場、インターネット通販など 

コピーライト ©石森プロ・東映 

 

■イベントお披露目アイテム（一例）                                         
本イベントでは、「S.H.Figuarts 仮面ライダー」シリーズを中心に、最新映画公開の「MARVEL」シリーズなど、  

さまざまなキャラクターの最新の「S.H.Figuarts」をお披露目します。 

 

★仮面ライダーシリーズ  

仮面ライダー45周年記念作品、映画「仮面ライダー1号」を商品化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★MARVELシリーズ 

ホールオブアーマープロジェクト始動。「トニー・スターク」が「S.H.Figuarts」で登場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ばくおん！！天野恩紗（制服Ver.）＆SEROW225W 

日常系バイクアニメ、「ばくおん！！」より、美少女とバイクがセットで登場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品名 S.H.Figuarts 仮面ライダー1 号 

メーカー希望小売価格 5,184 円・税 8%込/4,800 円・税抜 

発売予定日 2016 年 10 月 

対象年齢 15 歳以上 

サイズ 全高約 145mm 

コピーライト ©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映 

商品名 S.H.Figuarts トニー・スターク 

メーカー希望小売価格 6,480 円・税 8%込/6,000 円・税抜 

発売予定日 2016 年 10 月 

対象年齢 15 歳以上 

サイズ 全高約 150mm 

コピーライト ©MARVEL 

商品名 S.H.Figuarts 天野恩紗（制服 Ver.）&SEROW225W 

メーカー希望小売価格 12,960 円・税 8%込/12,000 円・税抜 

発送予定日 2016 年 11 月 

対象年齢 15 歳以上 

サイズ 全高約 135mm 

コピーライト ©おりもとみまな（ヤングチャンピオン烈）/ 

ばくおん!!製作委員会 
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■「魂フィーチャーズ 2016」開催概要                                       
■日  時： 2016 年 5 月 21 日（土） 10:00～20:00（最終入場は 19:30） 

        2016 年 5 月 22 日（日） 10:00～18:00（最終入場は 17:30） 

■入場料： 無料 

■会  場： ベルサール秋葉原１F 

東京都千代田区外神田 3-12-8 住友不動産秋葉原ビル 

■交  通： 「秋葉原駅」より徒歩 4 分 (JR 線) 

「秋葉原駅」より徒歩 5 分 (つくばエクスプレス) 

「秋葉原駅」より徒歩 7 分 (日比谷線) 

「末広町駅」より徒歩 4 分 (銀座線) 

「小川町駅」より徒歩 8 分 (新宿線) 

「淡路町駅」より徒歩 8 分 (丸ノ内線) 

 

■秋葉原駅直結の「AKIBAショールーム」で、最新ロボットアイテムを展示                            
「マクロス」シリーズ、「機動戦士ガンダム」シリーズ、「マジンガーZ」シリーズを始めとしたロボットフィギュアは

サテライト会場の「AKIBA ショールーム」にて展示します。 

★マクロスΔ
デルタ

シリーズ＜「AKIBAショールーム」にて展示＞ 

好評放送中の「マクロスΔ」よりDX超合金、フィギュアーツZERO、タマコレを 

一挙に展示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■日時  ： 2016 年 5 月 21 日（土） 10:00～21:00 

        2016 年 5 月 22 日（日） 10:00～20:00 

■入場料:： 無料 

■会場  ： AKIBA ショールーム 

東京都千代田区神田佐久間町 1-6−1 

JR 秋葉原駅構内 東西自由通路内 

■交通  ： 「秋葉原駅」直結(JR 線) 

 
 

 

魂フィーチャーズ 2016 スペシャルページ：http://tamashii.jp/special/ 

 

魂ウェブホームページ：http://tamashii.jp/ 

 

バンダイホームページ：http://www.bandai.co.jp/ 

商品名 DX 超合金  

VF-31J ジークフリード（ハヤテ・インメルマン機） 

メーカー希望小売価格 価格未定 

発売予定日 発売日未定 

対象年齢 15 歳以上 

サイズ 全高約 250mm 

コピーライト ©2015 ビックウエスト 

【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 

 

※本プレスリリースの内容は 2016 年 5 月 20 日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。 

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

