
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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、1980年から販売している「ガンプラ」

（「ガンダムシリーズ」のプラモデル）で培った成形技術を活かし、さまざまなキャラクターを手軽に組立てること

ができるプラモデル「フィギュアライズ」シリーズより、新たにデフォルメデザインの組立フィギュアをラインアップ

するシリーズ『ぷちゅあらいず』を展開します。第 1 弾として、「ラブライブ！サンシャイン!!」より「Aqours」のメン

バーを学年毎に組替えて再現するセット（各 1,944円・税 8%込/各 1,800円・税抜）を、2017年 1月より 3カ月連

続で発売します。 

『ぷちゅあらいず』シリーズ「ラブライブ！サンシャイン!!」は、パーツの組替えでさまざまなポーズや表情が楽

しめる、全高約 120mm のかわいいデフォルメデザインのプラモデルです。各メンバーの専用顔パーツ、組替え

用の腕左右×2・足左右×1、着せ替え可能な共通ボディ×1 などがセットになっており、顔や腕足を組替えるこ

とで各メンバーを再現できます。また、組立てにはニッパーなどの工具や接着剤が不要で、女性でも手軽に組

立てることができます。 

第 1 弾のラインアップは、「Aqours」の発起人の高海
た か み

千歌
ち か

を含む浦の星女学院 2 年生（桜内
さくらうち

梨子
り こ

、渡辺
わたなべ

 曜
よ う

）

の 3 人のメンバーを再現できる組替えセットで、以降、1 年生（津島
つ し ま

善子
よ し こ

、国木田
く に き だ

花
はな

丸
まる

、黒澤
く ろ さわ

ルビィ）、3 年生

（松浦
まつうら

果
か

南
なん

、黒澤
く ろ さわ

ダイヤ、小原
お は ら

鞠莉
ま り

）の組替えセットを 3カ月連続で発売します。 

主なターゲットは 10～40 代のキャラクター好きの男女で、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。 

「ラブライブ！サンシャイン!!」の舞台である沼津市は、プラモデルの開発・生産を担う「バンダイホビーセン 

ター」（静岡市）と同じ静岡県です。バンダイホビーセンターは、今後も「ラブライブ！サンシャイン!!」プラモデル

シリーズを開発・生産することで、地元静岡からも盛り上げていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ぷちゅあらいず』 「ラブライブ！サンシャイン!!」 

各 1,944 円・税 8%込/各 1,800 円・税抜 

2017年 1月より 3 カ月連続発売 

『ぷちゅあらいず』 
「ラブライブ！サンシャイン!!」から「Aqours

ア ク ア

」の 9人が立体化！ 

キャラクタープラモデル「フィギュアライズ」シリーズより 
新しいデフォルメ組立フィギュアで「ラブライブ！サンシャイン!!」が登場！ 

2016年 9月 15日 
 

千歌・梨子・曜 

2017年 1 月発売 

善子・花丸・ルビィ 

2017年 2 月発売 

果南・ダイヤ・鞠莉 

2017年 3 月発売 

©2016 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!! 



 パーツを組替えることで好きなメンバーを再現できます                            

■メンバーの顔を精密に再現。付属シールで豊富な表情も 

各メンバーの顔は各メンバー専用顔パーツ（3 種類）の

ほか、汎用顔パーツ（1 種類）が付属し、汎用顔パーツ

用の 4 種類の表情シールにより、一人のメンバーにつ

き 5 種類の表情を選択することができます。1 セットで

合計 15 種類（5 種類×3 人分）の表情再現が可能で

す。 

 

■パーツの組替えでポージングや衣装替えが可能 

ボディは各メンバー共通ボディで、腕や足を好みの  

パーツに組替えることができます。また、衣装の着脱も

可能で、今後発売予定の衣装と組替えて遊ぶことがで

きます。 

 

 

 『ぷちゅあらいず』商品概要                                                                                                                       
■商品名、発売月::：ぷちゅあらいず ラブライブ！サンシャイン!! 千歌・梨子・曜     2017年 1月発売 

：ぷちゅあらいず ラブライブ！サンシャイン!! 善子・花丸・ルビィ   2017年 2月発売 

：ぷちゅあらいず ラブライブ！サンシャイン!! 果南・ダイヤ・鞠莉  ：2017年 3月発売 

■希望小売価格 ：各 1,944円・税 8%込/各 1,800円・税抜 

■対象年齢    ：15歳以上 

■素材    ：PS 

■セット内容    ：メンバー専用顔パーツ×各 1（3人分）、汎用顔パーツ×1、共通ボディ×1、 

：組替え用腕パーツ左右×2、組替え用足パーツ左右×1、表情シール×各 1（3人分）、 

：ボディ用シール×1、台座×1 ※果南・ダイヤ・鞠莉セットのみ鞠莉用ベストパーツが付属 

■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 

■商品サイズ   ：全高約 120mm 

 

 

 『Figure
フ ィ ギ ュ ア

-rise
ラ イ ズ

 Bust
バ ス ト

』、「ラブライブ！サンシャイン!!」商品について                    
「ラブライブ！サンシャイン!!」の組立フィギュアは『ぷちゅあらいず』のほか、精巧なキャラクターの胸像を手軽に

つくることができるプラモデルシリーズ『Figure-rise Bust』で「Aqours」のメンバー9人をそれぞれ発売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『Figure-rise Bust』 

「ラブライブ！サンシャイン!!」 

（左から、桜内梨子、高海千歌、渡辺 曜） 

各 1,944 円・税 8%込/各 1,800 円・税抜 

©2016 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!! 

パーツの組替えによる表情やポージングの変更 



■パーツを組合わせるだけでメンバーの顔を精密に再現 

瞳の色分けを精密に設計し、1パーツに 4色をインサー

ト成形する技術「レイヤードインジェクション※」により、2

つのパーツを組合わせるだけでメンバーの顔を美麗に

再現できます。パーツの成形色のみで構築されるため、

プリントで生じるズレなどがありません。また、衣装は

成形色とシールによりカラフルに再現できます。 
 

 

 

■「Aqours」のメンバーをそろえてライブを演出 

それぞれの商品には、「Aqours」の 1st シングル「君のこころは輝いて

るかい？」のアニメーション PV に登場したステージをイメージした波

の台座と背景プレートが付属しています。単品でのディスプレイだけ

でなく、9 人揃えて台座をつなげると、圧巻のライブステージを再現す

ることができます。 

 

＜『Figure-rise Bust』商品概要＞                                                                                                                       
■商品名、発売月::：Figure-rise Bust ラブライブ！サンシャイン!! 高海千歌     :2017年 2月発売予定 

：Figure-rise Bust ラブライブ！サンシャイン!! 渡辺 曜      :2017年 2月発売予定 

：Figure-rise Bust ラブライブ！サンシャイン!! 桜内梨子     ::2017年 3月発売予定 

：Figure-rise Bust ラブライブ！サンシャイン!! 黒澤ルビィ     2017年 3月発売予定 

：Figure-rise Bust ラブライブ！サンシャイン!! 小原鞠莉      2017年 4月発売予定 

：Figure-rise Bust ラブライブ！サンシャイン!! 津島善子      2017年 4月発売予定 

：Figure-rise Bust ラブライブ！サンシャイン!! 松浦果南      2017年 5月発売予定 

：Figure-rise Bust ラブライブ！サンシャイン!! 黒澤ダイヤ     2017年 5月発売予定 

：Figure-rise Bust ラブライブ！サンシャイン!! 国木田花丸    :2017年 5月発売予定 

■希望小売価格 ：各 1,944円・税 8%込/各 1,800円・税抜 

■対象年齢    ：15歳以上 

■素材    ：PS 

■セット内容    ：本体、台座、背景プレート ※高海千歌のみステージ装飾プレートが付属 

■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 

■商品サイズ   ：全高約 130mm（台座含む） 

 

 

「新商品お披露目イベント」開催                                                                                                                       
「ラブライブ！サンシャイン!!」プラモデルシリーズの発売を記念し、『ぷちゅあらいず』と『Figure-rise Bust』のお

披露目イベントを開催します。 

■日時     ：9月 19日（月・祝） 11時～17時 

■場所     ：秋葉原ラジオ会館 １F正面エントランスイベントスペース （東京都千代田区外神田 1-15-16） 

■来場者特典:：オリジナルポストカードなど ※先着・なくなり次第終了 

 

 

 

ラブライブ！サンシャイン!!プラモデル特設ページ http://bandai-hobby.net/site/lovelive/ 

 

バンダイホビーサイト：http://www.bandai-hobby.net/ 

 

バンダイホームページ：http://www.bandai.co.jp 

©2016 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!! 

：※プレスリリースの内容は 2016 年 9月 15日現在のものであり、予告なく変更する場合があります。 

：※プレスリリースに掲載の商品画像は、実際の商品とは異なる場合があります。 

「レイヤードインジェクション」により再現される瞳 

※画像は試作品によるイメージです 

※イベントの内容は予告なく変更する場合があります。ゲストの登壇予定はございません。 

※「インサート成形」で瞳の中のハイライトや陰影、顔の中のまつ毛や眉毛など、キャラクターの顔や目などの細かい色分け

を 1パーツに最大 4色で再現する新しい成形技術（特許出願中）。 

http://bandai-hobby.net/site/lovelive/
http://www.bandai-hobby.net/
http://www.bandai.co.jp/

