2018 年 5 月 16 日

「アメコミ」「洋画」のフィギュアを約 300 点展示！
ＢＡＮＤＡＩ ＳＰＩＲＩＴＳの“新境地”を体験できるアメコミフィギュアの祭典

『TAMASHII Comic-Con

コン

-タマシイ コミ魂-』

2018 年 5 月 25 日（金）～5 月 27 日（日）
渋谷・宮下公園前「渋谷キャスト」にて開催
株式会社 BANDAI SPIRITS（代表取締役社長：川口勝、本社:東京都台東区）は、BANDAI SPIRITS で展開す
コン

る「アメコミ」「洋画」のフィギュアを一挙に展示する『TAMASHII Comic-Con –タマシイ コミ魂-』を渋谷と原宿の
間に位置する複合施設、渋谷キャスト内「スペース」「ガーデン」にて 2018 年 5 月 25 日（金）～27 日（日）の期
間で開催します。
本イベントは、BANDAI SPIRITS が展開するハイターゲット向けフィギュアブ
タ

マ

シ

イ

ネ イ シ ョ ン ズ

ランド「TAMASHII NATINONS」から、「フィギュアによるキャラクター表現の追
求」をテーマに、「造形」「可動」「彩色」のあらゆる技術を凝縮したフィギュアシ
エス エイチ フ ィ ギ ュ ア ー ツ

リーズ「 S . H .Figuarts」ブランドを中心に「アメコミ」「洋画」のフィギュアを約 300
点展示するフィギュアの祭典です。
会場では、『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』、『パシフィック・リム：
アップライジング』や『ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー』（6 月 29 日公
開）、『ニンジャバットマン』（6 月 15 日公開）などの新商品展示のほか、
「S.H.Figuarts」で初めて商品化する洋画作品新商品や女性から絶大な人気を
誇る「TIGER&BUNNY」の新作フィギュアの初披露など充実の内容となっていま
す。また、イベント開催を記念した商品も販売予定です。
イベントビジュアル

『TAMASHII Comic-Con –タマシイ コミ魂-』開催概要
会 期

2018 年 5 月 25 日（金）～5 月 27 日（日）

時 間

10 時～21 時（最終入場 20 時 30 分） ※25 日（金）のみ 12 時オープン

会 場

渋谷キャスト内スペース、ガーデン 東京都渋谷区渋谷 1-23-21（渋谷駅 13 番出口より徒歩 1 分）

主 催

株式会社 BANDAI SPIRITS コレクターズ事業部

入場料

無料

公式 HP

http://tamashii.jp/special/tamashii_comic-con/

「S.H.Figuarts」を中心に「アメコミ」「洋画」商品を一挙展示！ ※下記の展示商品は一部です。

S.H.Figuarts
アイアンマン マーク 50
（アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー）
7,344 円・税 8%込、6 月発売予定

S.H.Figuarts
サノス
（アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー）
8,856 円・税 8%込、6 月発売予定

S.H.Figuarts
アントマン
（アントマン＆ワスプ）
6,264 円・税 8%込、8 月発売予定

©2018 MARVEL

©2018 MARVEL

©2018 MARVEL

S.H.Figuarts
ブラックパンサー
（アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー）
6,480 円・税 8%込、9 月発送予定

S.H.Figuarts
チューバッカ
（SOLO)
6,480 円・税 8%込、6 月発売予定

プレミアムバンダイ内「魂ウェブ商店」で期間限定受注販売

©&™ Lucasfilm Ltd.

©2018 MARVEL

S.H.Figuarts
ニンジャバットマン
6,480 円・税 8%込、6 月発売予定

S.H.Figuarts
第六天魔王ジョーカー
6,480 円・税 8%込、7 月発売予定

BATMAN and all related characters and elements
© ＆ ™ DC Comics. © 2018 Warner Bros.
Entertainment All rights reserved.

BATMAN and all related characters and elements
© ＆ ™ DC Comics. © 2018 Warner Bros.
Entertainment Inc. All rights reserved.

S.H.Figuarts
ミンバン・ストームトルーパー
6,264 円・税 8%込、6 月発売予定
©&™ Lucasfilm Ltd.

ROBOT 魂
＜SIDE JAEGER＞
ジプシー・アベンジャー
2,484 円・税 8%込、発売中
©Legendary 2018.All Rights Reserved.

イベント開催を記念した商品などを会場にて販売

S.H.Figuarts
アイアンマン マーク 3
–ブルーステルス6,000 円・税 8%込、イベント開催記念商品

S.H.Figuarts
C-3PO
（The Force Awakens）
6,500 円・税 8%込、イベント開催記念商品

©2018 MARVEL

©&™ Lucasfilm Ltd.

S.H.Figuarts
アイアンマン マーク 5
6,400 円・税 8%込

S.H.Figuarts
アナキン・スカイウォーカー
（ATTACK OF THE CLONES）
6,200 円・税 8%込

魂ウェブ商店蔵出し会場限定価格販売
©2018 MARVEL
魂ウェブ商店蔵出し会場限定価格販売
©&™ Lucasfilm Ltd.

S.H.Figuarts
バットマン（JUSTICE LEAGUE）
6,200 円・税 8%込、会場限定価格販売
JUSTICE LEAGUE and all related characters and
elements © & ™ DC Comics and Warner Bros.
Entertainment Inc. (s18)

ステージ開催情報
会場には、豪華ゲストを迎え、最新商品情報をお届けするステージを開催します。タイムテーブルは、HP
（http://tamashii.jp/special/tamashii_comic-con/）でご確認ください。他にもステージ発表予定です。

日程

ステージ

出演

5 月 25 日（金）

「アメコミ・洋画作品のススメ」

瀬戸あゆみ氏（モデル）、杉山すぴ豊氏（アメコミライター）

5 月 26 日（土）

「アメコミリーグ in TAMASHII Comic-Con」

なだぎ武氏、バッファロー吾郎 竹若元博氏、2 丁拳銃 川谷
修士氏、御茶ノ水男子 おもしろ佐藤氏

5 月 26 日（土）

「サタデーナイト DJ ステージ featuring.Movie」

PARKGOLF 氏

5 月 27 日（日）

「プロカメラマンによる『初めてのフィギュア撮影

高瀬ゆうじ氏（プロカメラマン）、川原裕治氏（プロカメラマン）

＆ポージング』講座」
5 月 27 日（日）

「映画『ニンジャバットマン』スペシャルトーク

加隈亜衣氏（キャット・ウーマン役）、水﨑淳平氏（監督）、岡

ショー」

崎能士氏（キャラクターデザイン）

※混雑具合によりステージエリア入場を制限させていただく可能性がございます。
※都合によりステージ内容が変更になる場合がございます。ご了承ください。

【バンダイの大人向けブランド｢TAMASHII NATIONS｣について】
バンダイは、大人向けコレクターズ商品の統一ブランド「TAMASHII NATIONS」を掲げ今年で 11 年目を迎えます。「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ファン層を拡大。
現在は海外にも裾野を広げています。＜TAMASHII NATIONS 公式サイト「魂ウェブ」：http://tamashii.jp/＞

TAMASHII Comic-Con HP：http://tamashii.jp/special/tamashii_comic-con/
株式会社BANDAI SPIRITS HP：http://www.bandaispirits.co.jp/

※プレスリリースの内容は 2018 年 5 月 16 日現在のものであり、予告なく変更する場合があります。
※プレスリリースに記載の展示内容や販売商品は変更することがあります。あらかじめご了承下さい。
※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。

