2018 年 8 月 21 日
2018 年 9 月 21 日 改訂（『Charaction CUBE』の発売日が変更になりました）

日本発・ルービックキューブ新シリーズ
国内外で人気のキャラクターデザインで世界展開！
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『Charaction CUBE』
コロッとした定型のフォルムは谷口亮氏がデザイン協力
2018 年 10 月下旬より順次展開
九谷焼やオンデマンド印刷キューブなど、新展開続々
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）の子会社である株式会社メガハウス（代
表取締役社長:奥山嚴、本社:東京都台東区）は、1980 年より展開している立体パズル・ルービックキューブの新
シリーズ『Charaction CUBE』（全 11 種、各 1,814 円・税 8%込/各 1,680 円・税抜）の第 1 弾を 2018 年 10 月下旬
より順次展開します。
スーパー

『Charaction CUBE』はコロッとした大きな頭部が特徴的な素体に、「ドラゴンボール 超 」や「機動戦士ガンダム」
など、国内外を問わず人気の IP（キャラクターなどの知的財産）を掛け合わせた、立体パズルです。
全高 85 ㎜の本体は 7 つの分割パーツで構成され、ルービックキューブならではの立体パズルとしての楽しさ
はそのままに、統一の素体のフォーマットにより、コレクションアイテムとしてもお楽しみいただけます。
本商品は、日本国内でルービックキューブシリーズの販売を行うメガハウスが企画・開発を手掛けており、世
界的な人気を誇る立体パズルであるルービックキューブと、日本発の人気 IP・キャラクターとの掛け合わせに
よって、今後アジアを筆頭に全世界に向けて販売を拡大していきます。初年度の販売目標数は全世界合計 15
万個（シリーズ累計）で、メインターゲットは国内外の 10 代後半～20 代の男女です。

▲パーツを回転している様子

『Charaction CUBE』（全 11 種、各 1,814 円・税 8%込/各 1,680 円・税抜、2018 年 10 月下旬発売）

本体の形状デザインはキャラクターデザイナーの谷口亮氏にご協力いただきました。
キャラクターデザイナー・谷口亮氏より『Charaction CUBE』ついてコメント
ルービックキューブ新商品のお仕事！！すげーーーー！(流石世界的祭典のご利益！)
というのが第一印象でした。しかも僕の素体の上に有名キャラがのるなんて！
制限はありましたがその中で僕のキャラクターのシェイプはうまく出せたと思います！
いつか僕のキャラも出たら良いな！是非たくさんの人達に遊んでもらいたいです！
1974 年生まれ。福岡県福岡市出身・在住のキャラクターデザイナー。
1997 年、カリフォルニア州 Cabrillo College を Art Major で卒業。帰国後、1998 年よりオリジナルキャラクター
の制作を開始。路上でキャラクターグッズを販売しながら人脈を培い今に至る。
©創通・サンライズ ©バードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション ©尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション ©'76, '13, '18 SANRIO APPR. NO.S591669
©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ ©水木プロ・フジテレビ・東映アニメーション
Rubik' s® Used under licence Rubiks Brand Ltd. All rights reserved. ©1974 Rubik’s®Used under licence Rubiks Brand Ltd. All rights reserved.

『Charaction CUBE』 商品概要
全高約 85 ㎜の本体が 7 つの分割パーツで構成された立体パズルです。シンプルでありながら印象深いデ
フォルメ形状は、『Charaction CUBE』シリーズの共通フォーマットで、さまざまなキャラクターの『Charaction
CUBE』を並べたときにも統一感が失われないため、コレクションアイテムとしてもお楽しみいただけます。

パーツ回転イメージ

商品名

Charaction CUBE ※画像は『Charaction CUBE ボーンブラック』

ラインアップ

第 1 弾 全 11 種

メーカー希望小売価格

各 1,814 円・税 8%込/各 1,680 円・税抜

発売日

2018 年 10 月下旬

対象年齢

15 歳以上

本体サイズ/重量

全高約 85 ㎜/60g

素材

ABS、POM

販売ルート

日本全国の玩具取扱店およびアジア一部地域の玩具取扱店

※海外では一部ラインアップのみの取扱となる場合があります

その他ラインアップ

Charaction CUBE
ドラゴンボール超
孫悟空

Charaction CUBE
ドラゴンボール超
フリーザ（最終形態）

Charaction CUBE
機動戦士ガンダム
RX-78-2 ガンダム

Charaction CUBE
機動戦士ガンダム
MS-06F ザクⅡ

NARUTO -ナルト- 疾風伝

Charaction CUBE

Charaction CUBE
ワンピース
モンキー・D・ルフィ

Charaction CUBE
ワンピース
トニートニー・チョッパー

Charaction CUBE
ハローキティ

Charaction CUBE
ぐでたま

Charaction CUBE
ゆる～いゲゲゲの鬼太郎
鬼太郎

うずまきナルト
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新サービス・新商品展開続々
2018 年 8 月 23 日（木）より東京ソラマチ 4F イベントスペースにて、ポップアップストア「メガハウス ルービック
キューブフェスティバル」を 9 月 2 日（日）までの期間限定でオープンします。
『Charaction CUBE』の一部商品の先行販売のほか、3×3×3 マスのベーシックなルービックキューブのベース
に九谷焼をはめ込んだ『九谷焼ルービックキューブ』の店頭先行販売も行います。また、好きな写真やデザイン
でオリジナルルービックキューブが作れるオンデマンド印刷サービス『ルービックマイデザイン』を開始するなど、
新たな取り組みでルービックキューブの魅力をより一層訴求していきます。

画像左：『九谷焼ルービックキューブ』、画像右：『ルービックマイデザイン』1 面プリントイメージ

ポップアップストア「メガハウス ルービックキューブフェスティバル」開催概要
開催場所：東京ソラマチ 4F イベントスペース（東京都墨田区押上 1 丁目 1-2）
開催期間：2018 年 8 月 23 日（木）～9 月 2 日（日）
販売商品：『Charaction CUBE』、『九谷焼ルービックキューブ』、『ルービックキューブ』シリーズほか予定
URL

：https://megahouse.co.jp/megatoy/contents/rubiksfes2018/

『九谷焼ルービックキューブ』 商品概要
『Charaction CUBE』に加え、「日本発」を体現するもうひとつの商品『九谷焼ルービックキューブ』を発売します。
日本が誇る伝統工芸品・九谷焼とルービックキューブがコラボレーションした商品で、九谷焼の中でも有名な
い ろ え いし だた みそ う ほう も ん ひ らばち

デザインの 1 つである「色絵石畳双凰文平鉢」を採用し、3×3×3 マスのベーシックなルービックキューブに、
1 枚 1 枚手仕上げで丁寧に絵付けされた九谷焼がはめ込まれています。また、台座も九谷焼の特別仕様
で、ディスプレイ時までも高級感と重厚感をお楽しみいただけます。

商品名

九谷焼ルービックキューブ

メーカー希望小売価格

54,000 円・税 8%込/ 50,000 円・税抜

発売日/販売ルート

①2018 年 8 月 23 日（木）～9 月 2 日（日）
「メガハウス ルービックキューブフェスティバル」にて店頭先行販売 ※数量限定
②2018 年 8 月 23 日（木）～10 月 1 日（月）プレミアムバンダイ（http://p-bandai.jp/item/item-1000128110/）
にてご注文受付、2018 年 12 月より順次発送予定 ※別途送料がかかります

対象年齢

15 歳以上

本体サイズ/重量

全高約 110 ㎜/250g
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素材

陶器・ABS

『ルービックマイデザイン』商品概要
キューブマイデザイン』
商品概要
2018 年 9 月上旬より、好きな写真やデザインで
3×3×3 マスのオリジナルルービックキューブが作れるオン
デマンド印刷サービス『ルービックマイデザイン』を開始します。
『ルービックマイデザイン』の専用 WEB サイトにアクセスし、使用する画像をアップロード後、簡単な編集作業
を行います。ご注文日より最短 10 日前後で、指定のデザインを直接プリントしたオリジナルルービックキュー
ブをお届けします。ご注文は 1 つから可能で、印刷面は、1 面と 6 面（全面）の 2 種から選べます。
お子さまの成長記録や送別の品といった、記念品・贈答品などにご活用いただけます。
1 面プリントイメージ

＜ご利用の流れ＞
①ルービックマイデザインサイトに好きな画像をアップロードし、編
集を行います。
※使用画像に関する規約はサイト内でご確認ください。

②仕上がりイメージを画面で確認し購入手続きを行います。
③ご注文より 10 日前後で完成した商品をお届けします。

商品名

ルービックマイデザイン

メーカー希望小売価格

①1 面印刷：3,240 円・税 8%込/3,000 円・税抜 ※別途送料がかかります
②6 面印刷：5,400 円・税 8%込/5,000 円・税抜 ※別途送料がかかります

販売ルート

ルービックマイデザインサイト https://megahouse.co.jp/ondemand/

発送

ご注文日より最短 10 日前後

本体サイズ/重量

全高約 57 ㎜/110g

セット内容

本体・台座

ルービックキューブ公式サイト http://rubikcube.jp/
メガハウス公式サイト http://www.megahouse.co.jp/

※本プレスリリースの内容は 2018 年 9 月 21 日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。
※画像はイメージを含みます。実際の商品とは異なる場合があります。
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