2018 年 1 月 12 日
ダブル

新スーパー戦隊はシリーズ史上初のＷ 戦隊！
「快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パトレンジャー」のキーアイテム
ブイエス

『ＶＳビークルシリーズ』
2018 年 2 月 10 日（土）発売
ＶＳビークルで変身！さらに合体してロボットが完成！
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、スーパー戦隊シリーズ第 42 作目
となる「快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パトレンジャー」（2 月 11 日～毎週日曜日 午前 9 時 30 分より
ブイエス

テレビ朝日系）の放送にあわせ、変身・合体のキーアイテム『Ｖ Ｓ ビークルシリーズ』（各 1,620 円・税 8%込/各
1,500 円・税別～）を 2018 年 2 月 10 日（土）より発売します。
「快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パトレンジャー」は、テレビシリーズ史
ダブル

上初となるＷ 戦隊で、モチーフは“快盗”と“警察”です。『ＶＳビークルシリーズ』は、
劇中で変身にも合体にも使用するキーアイテムで、快盗戦隊ルパンレンジャーが
使用する飛行機型の「ダイヤルファイター」と警察戦隊パトレンジャーが使用する
車型の「トリガーマシン」の 2 種類の乗り物と、それぞれの戦隊が使用する「ＶＳ
ビークルシリーズ ダブル変形 ＤＸグッドストライカー」があります。本シリーズを
組み合わせることで、快盗と警察それぞれのロボットが完成します。

主要キャラクター（左から）：
パトレン 2 号、パトレン 3 号、パトレン 1 号、
ルパンレッド、ルパンイエロー、ルパンブルー

また、別売りの変身武器である「ダブル変身銃 ＤＸ ＶＳチェンジャー」に装着すると、音と光が発動し、それ
ぞれのヒーローへの変身遊びを楽しめます。劇中では、年間を通してさまざまなＶＳビークルが登場し、本シ
リーズで順次商品化していきます。主なターゲットは 3～6 歳の男児で、全国の玩具店、百貨店・家電店・量販
店の玩具売場、インターネット通販などを中心に販売します。

『ＶＳビークルシリーズ』
画像（左上から）：ＶＳビークルシリーズ ＤＸトリガーマシン 1 号/ＤＸトリガーマシン 2 号/ＤＸトリガーマシン 3 号
ＤＸレッドダイヤルファイター/ＤＸブルーダイヤルファイター/ＤＸイエローダイヤルファイター
各 1,620 円・税 8%込/各 1,500 円・税抜、2 月 10 日（土）発売
画像（下）：ＶＳビークルシリーズ ダブル変形 ＤＸグッドストライカー
オープン価格、3 月 3 日（土）発売
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【『ＶＳビークルシリーズ』商品概要】
■ＶＳビークルシリーズ ＤＸトリガーマシン 1 号/ＤＸトリガーマシン 2 号/ＤＸトリガーマシン 3 号
ＤＸレッドダイヤルファイター/ＤＸブルーダイヤルファイター/ＤＸイエローダイヤルファイター
各 1,620 円・税 8%込/各 1,500 円・税抜、2 月 10 日（土）発売
それぞれの戦隊が使用する乗り物です。なりきりとマシン遊びを楽しめます。
ダイヤルファイター

トリガーマシン

ＤＸトリガーマシン 1 号

ＤＸトリガーマシン 2 号

ＤＸトリガーマシン 3 号 ＤＸレッドダイヤルファイター

ＤＸブルーダイヤルファイター

対象年齢

3 歳以上

電池

電池不要

サイズ

全長約 133～150mm×全幅約 60～158mm

主な素材

ABS・PC・PVC

ＤＸイエローダイヤルファイター

■ＶＳビークルシリーズ ダブル変形 ＤＸグッドストライカー
オープン価格、3 月 3 日（土）発売
それぞれの戦隊が使用する大型のＶＳビークルです。警察と快盗の各モードに変形します。それぞれトリガーと
ダイヤルの操作で音声が発動し劇中のセリフをしゃべります。

2 モード変形

ダイヤルファイターモード（快盗）

トリガーマシンモード（警察）

対象年齢

3 歳以上

電池

LR44×2 個（付属）

サイズ

全長約 300mm×全幅約 230mm

主な素材

ABS・PC・PVC

【『ＶＳビークルシリーズ』の商品連動】
大型ＶＳビークル「ＤＸグッドストライカー」は、それぞれの戦隊が使用するＶＳビークル「ダイヤルファイター」や
「トリガーマシン」に合体してロボットが完成します。「ダイヤルファイター」3機と合体して「快盗合体 ＤＸルパンカ
イザー」が完成し、「トリガーマシン」3 台と合体して「警察合体 ＤＸパトカイザー」が完成します。
ダイヤルファイター

快盗合体
ＤＸルパンカイザー

トリガーマシン
「ＤＸグッドストライカー」と合体！

警察合体
ＤＸパトカイザー
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【関連商品】
■ダブル変身銃 ＤＸ ＶＳチェンジャー ルパンレッドセット
4,536 円・税 8%込/4,200 円・税抜、2 月 10 日（土）発売
それぞれの戦隊が共通で使用する変身武器「ＶＳチェンジャー」に、「レッドダイヤルファイター」を付属したセット
です。本セットでルパンレッドへのなりきり遊びが楽しめます。別売りのすべてのＶＳビークルを認識し、さまざま
な音声が発動します。

■ダブル変身銃 ＤＸ ＶＳチェンジャー パトレン 1 号セット

ルパンレッドに変身

4,536 円・税 8%込/4,200 円・税抜、2 月 10 日（土）発売
それぞれの戦隊が共通で使用する変身武器「ＶＳチェンジャー」に、「トリガーマシン 1 号」を付属したセットです。
本セットでパトレン1号へのなりきり遊びが楽しめます。別売りのすべてのＶＳビークルを認識し、さまざまな音声
が発動します。

【『VS ビークルシリーズ』との商品連動】

パトレン 1 号に変身

「ＶＳチェンジャー」にそれぞれの戦隊が使用するＶＳビークルをセットして変身します。
「ダイヤルファイター」をセットし、ダイヤルを回すと快盗戦隊ルパンレンジャーに変身し、「トリガーマシン」をセッ
トし、トリガーを引くと警察戦隊パトレンジャーに変身します。
「ＤＸ ＶＳチェンジャー」は、すべてのＶＳビークルを認識します。
ダイヤルファイター

快盗戦隊ルパンレンジャーに変身
トリガーマシン
「ＤＸ ＶＳチェンジャー」にセット

警察戦隊パトレンジャーに変身
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【その他関連商品】
■スーパー戦隊データカードダス
快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パトレンジャー 1 弾
1 プレイ カード 1 枚：100 円・税 8%込、全 34 種、2 月稼働
デジタルキッズカードゲーム「データカードダス®」でも「快盗戦隊ルパ
ンレンジャーＶＳ警察戦隊パトレンジャー」を展開します。カードには変
身前・変身後のヒーローやＶＳビークルのほか、レジェンドスーパー戦
隊たちもラインアップ。集めるほど図鑑のように楽しむことができます。
カードをマシンにスキャンすると、ヒーローたちとクイズで一緒に遊ん
だり、さらに 100 円投入すると合体ロボットのルパンカイザーやパトカ
イザーを操縦して戦うゲームが楽しめ、終了後にその場でカードが印
刷されます。劇中と連動して、名場面などをデザインした新カードを随
時ラインアップに追加していく予定です。

快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ警察戦隊パトレンジャーについて
スーパー戦隊シリーズ 42 作目となる本作では、シリーズ史上初の快盗と警察をモ
チーフにした 2 つの戦隊が同時に登場します。世界を滅ぼすほどの力を宿す「ルパン
コレクション」。その宝が異世界の敵・ギャングラーに奪われたとき、2 つの戦隊が動き
出します。コレクション奪還を誓い、鮮やかに空を舞う「快盗戦隊ルパンレンジャー」。
ギャングラー打倒を胸に、正義の道を駆け抜ける「警察戦隊パトレンジャー」。かつて
ない三つ巴の戦いがはじまります。

スーパー戦隊おもちゃウェブ
http://sentai.b-boys.jp/

スーパー戦隊データカードダス 快盗戦隊ルパンレンジャーVS 警察戦隊パトレンジャー 公式サイト
http://www.carddass.com/sentai_dcd/

バンダイ ホームページ
http://www.bandai.co.jp/

※本プレスリリースの内容は 2018 年 1 月 12 日のものであり、予告なく変更する場合があります。
※「データカードダス」はバンダイの登録商標です。
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