2018 年 12 月 3 日

誰も知らない新たなサイヤ人
新キャラクター「超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ゴジータ」を早くも商品化！
スーパー

映画『ドラゴンボール超 ブロリー』関連商品
BANDAI SPIRITS から 2018 年 12 月より順次発売
株式会社 BANDAI SPIRITS（代表取締役社長：川口勝、本社：東京都港区）は、映画『ドラゴンボール超 ブロ
エス エイチ

リー』（2018 年 12 月 14 日（金）公開）の関連商品を、2018 年 12 月より順次発売します。フィギュア「 S . H .
フィギュアーツ

フィギュアライズ

ス タ ン ダ ー ド

Figuarts スーパーサイヤ人ブロリーフルパワー」、プラモデル「Figure-rise Standard 超サイヤ人ゴッド超サイ
ヤ人ゴジータ」、「一番くじ ドラゴンボール超 THE 20TH FILM」など、12 月 1 日（土）に発表された新キャラクター
「超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ゴジータ」を含む映画登場キャラクターを商品化し作品を盛り上げます。今作を
はじめドラゴンボールのバンダイナムコグループ全体の売上は 2018 年度 800 億円を見込んでいます。
【S.H.Figuarts】

【一番くじ】

【Figure-rise Standard】

S.H.Figuarts
スーパーサイヤ人
ブロリーフルパワー

Figure-rise Standard
超サイヤ人ゴッド超サイヤ人
ゴジータ

8,424 円・税 8％込
2019 年 4 月発売予定
2018 年 12 月 3 日（月）予約開始

3,456 円・税 8%込
12 月 8 日（土）発売予定

一番くじ ドラゴンボール超
THE 20TH FILM
1 回 650 円・税 8%込
12 月 4 日（火）より順次発売予定

■映画『ドラゴンボール超 ブロリー』とは
1986 年に「東映まんがまつり」で上映された第 1 作目『ドラゴンボール 神龍の伝説』
からスタートした「ドラゴンボール」劇場版シリーズの 20 作目となる新作映画です。
2015 年公開のヒット作『ドラゴンボール Z 復活の「F」』に引き続き、原作者の鳥山明氏
が原作・脚本・キャラクターデザインを担当する本作は、テレビアニメ「ドラゴンボール
超」（2015 年 7 月～2018 年 3 月放送）から続くエピソードで、テーマは「宇宙最強の戦
闘民族・サイヤ人」。超サイヤ人ゴッド、ブルーなど新たな進化を遂げてきた孫悟空た
ちがブロリーを敵に迎え、改めて「宇宙最強の戦闘民族・サイヤ人」の存在、そして悟
空たちの強さの原点が描かれています。
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■フィギュア「S.H.Figuarts」商品特徴
BANDAI SPIRITS で展開する組み立て不要のアクションフィギュア
です。「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リーズ
「S.H.Figuarts」ブランドは、これまでに蓄積してきた可動機構を活かし
た上、微細なディテールの造形、魅力を引き立てる彩色を約 150mm
のサイズ（標準のキャラクター）に凝縮。交換式の手首や表情変えの
要素など高いプレイバリューを提供しています。

髪の毛はパール塗装でスーパーサイヤ人（フルパワー）になった時の輝きを表現して
います。ブロリーらしいマッシブなプロポーションもあますところなく再現。

S.H.Figuarts スーパーサイヤ人ブロリーフルパワー
希望小売価格

8,424 円・税 8%込／7,800 円・税抜

発売日

2019 年 4 月発売予定
2018 年 12 月 3 日（月）予約開始

対象年齢

15 歳以上

サイズ

全高約 220mm

販売ルート

全国のホビーショップ、玩具店、家電店・量販店のホビー・玩具売場、インターネット通販など

■フィギュア「S.H.Figuarts」主なラインアップ
商品名

S.H.Figuarts スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイ
ヤ人ゴジータ

希望小売価格

5,940 円・税 8%込／5,500 円・税抜

発売予定日

2019 年 4 月発売予定
2018 年 12 月 3 日（月）予約開始

対象年齢

15 歳以上

サイズ

全高約 140mm

商品名

S.H.Figuarts スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイ
ヤ人ベジータ-超-

販売価格

5,940 円・税 8%込／5,500 円・税抜 （送料別）

発売予定日

2019 年 5 月発送予定
2018 年 12 月 14 日（金）プレミアムバンダイ内「魂
ウェブ商店」で予約開始予定
※一般流通での販売はございません

対象年齢

15 歳以上

サイズ

全高約 135mm
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■プラモデル「Figure-rise Standard」商品特徴
「Figure-rise Standard」は、キャラクターの体を自分の手で作り上げるプラモデ
ルシリーズです。キャラクターたちの鍛え抜かれた肉体を筋肉のラインに沿って
パーツ分割し、その筋肉パーツを組み合わせることで自分の手でキャラクターを
作りあげる「マッスルビルドシステム」を採用しています。また、乗り物など同シ
フィギュアライズ

メ カ

ニ ク

ス

リーズと連動した「Figure-rise Mechanics」やオーラやイナズマエフェクトなど迫力
フィギュアライズ

エフェクト

のディスプレイを再現できる「Figure-rise Effect」も発売しています。

商品名

Figure-rise Standard 超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ゴジータ

希望小売価格

3,456 円・税 8%込／3,200 円・税抜

発売日

2018 年 12 月 8 日（土）発売予定

対象年齢

15 歳以上

サイズ

全高約 175mm

販売ルート

全国のホビーショップ、玩具店、家電店・量販店のホビー・玩具売場、インターネット通販など

■プラモデル「Figure-rise Standard」主なラインアップ
商品名

Figure-rise Standard
超サイヤ人ブロリーフルパワー

希望小売価格

5,184 円・税 8%込／4,800 円・税抜

発売予定日

2019 年 1 月発売予定

対象年齢

15 歳以上

サイズ

全高約 200mm

商品名

Figure-rise Standard
超サイヤ人ゴッド超サイヤ人孫悟空
[スペシャルカラー]

希望小売価格

2,700 円・税 8%込／2,500 円・税抜

発売予定日

発売中

対象年齢

15 歳以上

サイズ

全高約 175mm

商品名

Figure-rise Standard
超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ベジータ
[スペシャルカラー]

希望小売価格

2,700 円・税 8%込／2,500 円・税抜

発売予定日

発売中

対象年齢

15 歳以上

サイズ

全高約 145mm
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■「一番くじ ドラゴンボール超 THE 20TH FILM」商品特徴
一番くじは、コンビニエンスストアを中心に人気を博しているハズレなしのキャ
ラクターくじです。A賞の「超サイヤ人ブロリーフルパワーフィギュア」（約30cm）を
はじめ、B賞は「超サイヤ人ゴッド超サイヤ人ゴジータフィギュア」（約21cm）、C賞
は「超サイヤ人ゴジータフィギュア」（約21cm）、D賞は「超サイヤ人ゴッド超サイ
ヤ人悟空フィギュア」（約19cm）、E賞は「超サイヤ人悟空フィギュア」（約19cm）、
F賞はドラゴンボールをモチーフにデザインした陶磁器製の小皿（全3種、約10cm
※クローズドパッケージ）、G賞はドラゴンボールアニメ原画がデザインされた
ボールドキャンバス（全10種、約12cm ※クローズドパッケージ）、さらに劇場版
20作品目を記念し、これまでの全ての劇場版ポスターデザインを使用したクリアファイルセット（全10種 ※2枚
セット、A4サイズ）と多彩なラインアップで、全8等級28種の中から必ずいずれかが当たります。
A賞

B賞

F賞

C賞

G賞

D賞

THE 20TH FILM 記念賞

商品名

一番くじ ドラゴンボール超 THE 20TH FILM

希望小売価格

1 回 650 円・税 8%込

販売ルート

ローソン、HMV など

発売日

E賞

ラストワン賞

2018 年 12 月 4 日（火）より順次発売予定

※店舗によりお取り扱いのない場合や発売時期が異なる場合がございます。なくなり次第終了となります。

株式会社 BANDAI SPIRITS HP：https://www.bandaispirits.co.jp/

※プレスリリースの内容は 2018 年 12 月 3 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画像は、実際とは異なる場合があります。
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