2017 年 5 月 22 日

～おもちゃで世界を笑顔に。東京おもちゃショー2017～

株式会社バンダイブースのご案内
6 月 1 日(木)～4 日(日) 東京ビッグサイト 東 3 ホール ブース No.3-01
株式会社バンダイは、6 月 1 日(木)～4 日(日)（1･2 日は商談見本市、3･4 日は一般公開）に東京ビッグサイト
東 1～3 ホールで開催される「東京おもちゃショー2017」に出展します。
今年も、ボーイズ・ガールズ向けのキャラクタートイやエデュケーショナルトイを中心に、ハイターゲット向けの商品、
東京おもちゃショーでお披露目する新たな商品など、幅広い年齢層に向けた豊富なラインアップで展開します。開催
期間中はぜひバンダイブースへお立ち寄りください。

◆ボーイズトイ◆
バンダイの男児玩具は、親子 2 世代にわたり長く愛されているキャラクター商品を多く展開しており、子どもたちの
ヒーローに憧れる気持ちを大切にしたモノづくりに取り組んでいます。ボーイズトイコーナーでは、「宇宙戦隊キュ
ウレンジャー」、「仮面ライダーエグゼイド」に加え、この夏から新章がスタートする「妖怪ウォッチ」の新商品など、
男児に人気のキャラクター商品を多数展示します。

合体
「宇宙戦隊キュウレンジャー」
『キュータマ合体 DX キュウレンオー』
（8,618 円・税 8%込/発売中）
劇中のキーアイテムである地球儀型の「キュータマ」を核に、
両腕・両脚の換装自在！自由すぎる合体が再現可能な 、
光る・鳴る合体ロボです。

「妖怪ウォッチ」
『DX 妖怪ポッド』
（4,860 円・税 8%込/2017 年 7 月中旬発売）
夏から始まる新章・バスターズトレジャー編で活躍する
メインアイテムです。「妖気」をパワーの源とし、妖怪
メダルで「妖気」を充填することで動きます。

◆ガールズトイ◆
ガールズトイコーナーでは、今年で 14 作目を迎えた「プリキュア」シリーズの「キラキラ☆プリキュアアラモード」より、
変身アイテム『まぜまぜ変身！スイーツパクト DX』（6,458 円･税 8%込/発売中）をはじめ、映画が好調の「かみさまみ
ならい ヒミツのここたま」コーナーや、誕生 20 周年のたまごっち新商品などを展示します。女児ホビーコーナーでは
デモンストレーションで商品の魅力を訴求します。

「キラキラ☆プリキュアアラモード」
『まぜまぜ変身！スイーツパクト DX』
（6,458 円・税 8%込/発売中）
スイーツ作りのような「まぜまぜアクション」で、
プリキュアへの変身遊びを楽しめます。

『はじめてのオリケシ チビケシスタンダードセット』
（2,700 円・税 8%込/2017 年 7 月 15 日発売）
電子レンジでオリジナルの消しゴムが作れる
ステーショナリーホビーです。

◆幼児・エデュケーショナルトイ◆
幼児・エデュケーショナルトイでは、成長に合わせた知育玩具の開発や、今年 40 周年を迎える『元祖モグラたたき
ゲーム』など、長く愛される定番商品を多数展開しています。また、脳科学に基づいた人気の「アンパンマン
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BabyLaboシリーズ」や小学生の女子向けホビー商品「HACO ROOM くまのがっこう」の新商品なども展示します。

『元祖モグラたたきゲーム』
（3,218 円・税 8%込/発売中）
単純明快で普遍的な遊びが長く愛され、
今年で 40 周年を迎えるアクションゲームです。

「HACO ROOM」
『ふたごのルル＆ロロキット』
（1,706 円・税 8%込/2017 年 7 月上旬発売）
箱庭のような小さなかわいいお部屋が作れるクラフト
ホビー「HACO ROOM」より、主人公ジャッキーの妹的
存在ルルとロロが作れるキットです。

◆ハイターゲット向け商品◆
大人の「コドモ心」を刺激するハイターゲット向け商品も多数ご用意しています。大人の男性に向けて、精密なフィ
ギュアやプラモデルを多数展示。中でも注目は、今年 20 周年となる「デジタルモンスター」（1997 年発売）より「アグ
モン」から「ウォーグレイモン」へのワープ進化を再現したフィギュア『超進化魂 01 ウォーグレイモン』です。その
他、「ガンダム」や「スター・ウォーズ」の商品や大人の女性も楽しめるフィギュア、コスメ、雑貨なども展示します。
「大人のロマン」をさまざまなキャラクターと商品にのせて体現したバンダイの大人向け商品を、ぜひ会場にて直接
ご確認ください。

完全変形
『超進化魂 01 ウォーグレイモン』
（7,020 円・税 8%込/2017 年 11 月発売）
デジモンの魅力である進化前の｢可愛さ｣と進化後の｢カッコよさ｣
を極限まで追求した変形フィギュアです。一部にダイキャストや
メッキも使用しています。

『想造ガレリア ロボット兵（Full Action Ver.）』
（7,560 円・税 8%込/2017 年 11 月発送※二次予約分）
プレミアムバンダイ（http://p-bandai.jp/）で二次予約受付中
劇場用長編アニメーション「天空の城ラピュタ」に登場するロ
ボット兵を全身 57 カ所以上の可動関節を採用することで、手足
の特徴的な動きまで再現しました。

変身
『RG 1/144 RX-0 ユニコーンガンダム』
（4,104 円・税 8%込/2017 年 8 月発売）
2017 年秋よりお台場のダイバーシティ東京 プラザに実物大立像が展
示されることで話題のユニコーンガンダムが、「GUNPLA EVOLUTION
PROJECT」第 2 弾アイテムとして「ガンプラ RG シリーズ」に登場。
1/144 スケールながら「変身」機構を搭載しています。

『ミラクルロマンス メイクアップモイスチャールージュ 2017』
（全 5 種）（各 3,024 円・税 8%込/2017 年 6 月発送）
プレミアムバンダイ（http://p-bandai.jp/）で予約受付中
美少女戦士セーラームーンに登場する「変装ペン」と「変身
ペン」をモチーフにしたルージュです。ルージュカラーはセー
ラー5 戦士をイメージしたオリジナルカラーで、機能性も優れ
ており、色づきながら保湿ケアができます。

◆カプセルトイ・カード◆
今年 40 周年を迎えたバンダイのカプセルトイ「ガシャポンⓇ」コーナーでは、なつかしの商品から最新商品の展示
を通してガシャポンの過去と未来を体感いただけます。また、“ガシャポン史上、最も話題を集めた商品”を 7 月に
復活させて発売！そのお披露目も行います。
カードコーナーでは、大人気のデジタルキッズカードゲーム『スーパードラゴンボールヒーローズ』の展示やプロ
モーションカードの配布を行います。

『アルティメットルミナス ウルトラマン』
（1 回 500 円・税 8%込/発売中）
精巧なフィギュアの内部に専用の LED ユニットを組み込む
光るガシャポンフィギュア「アルティメット ウルトラ
と、目やカラータイマー部が発光します。また、フィギュアと
マンシリーズ」。
一緒に飾れる団地などの建造物にも
LED を組み込むこと
5 月発売の第 3 弾ではウルトラマンゼロとウルトラ
が可能です。
マンジャックが登場！！
©円谷プロ『何かの商品』
（1 回 100 円・税 8%込/●月発売予定）

『スーパードラゴンボールヒーローズ』
（1 プレイカード 1 枚 100 円・税 8%込/稼働中）
100 円を投入すると払い出される専用カードを使用してゲームを
プレイします。カードを台上に配置し、動かしたりこすったりしな
がらバトルゲームを楽しめめます。

◆アパレル・生活用品・雑貨◆
「頭のてっぺんからつま先まで」をコンセプトに展開しているアパレルからは、お子さまが大好きなキャラクターにな
りきれるハロウィン商品を展示します。
今年、商品誕生 15 周年を迎える、子ども向け入浴剤市場圧倒的 No.1 を誇る入浴剤「びっくら？たまご」シリーズ
は、15 周年を記念したブースで、懐かしの商品から新商品までを展示します。また、大人向け入浴剤「Oh!-egg」も
展示します。

『変身マント ミッキーマウス』
（子どもサイズ：1,944 円、大人サイズ：3,240 円・税 8%込
/2017 年 9 月上旬発売）
パッと羽織ってかんたん変身！親子でも楽しめる 2 サイズ
で展開します。

『びっくら？たまご 妖怪ウォッチ入浴剤
金銀ジバニャンを手に入れろ!!編』（全 8 種）
（410 円・税 8%込/発売中）
妖怪ウォッチのマスコット入り炭酸ガス入浴剤。
金か銀のジバニャンが出たらラッキー！！
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バンダイホームページ：http://www.bandai.co.jp/
「東京おもちゃショー2017」公式ページ：http://www.toys.or.jp/toyshow/
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