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株式会社BANDAI SPIRITS（代表取締役社長：福田祐介、本社：東京都港区）と株式会社バンダイ（代表取締

役社長：川口勝、本社：東京都台東区）は、1978 年に放送された日本の特撮 TV ドラマシリーズ『スパイダー 

マン』東映 TV シリーズより、2006 年に発売した超合金魂に、新たに召喚用のブレスレットをセットにした「超合

金魂 GX-33R レオパルドン＆マーベラー召喚セット」、アクションフィギュア「S.H.Figuarts スパイダーマン（『ス

パイダーマン』東映 TVシリーズ）」のほか、玩具菓子（食玩）「スーパーミニプラ スパイダーマン レオパルドン」、

T シャツやアクセサリーなどのアパレルグッズ、カプセルトイなど多数の新商品を、2020 年 5 月より順次発売し

ます。 

『スパイダーマン』東映 TV シリーズは、1978 年に東映株式会社がマーベル・コミックスの人気キャラクター

「スパイダーマン」を完全実写化した日本の特撮 TV ドラマシリーズです。本作ではスパイダーマンが単身で戦

うだけでなく、巨大ロボット「レオパルドン」に乗って戦うという設定をはじめ、悪役側の組織構成やブレスレット

の操作による変身など、東映オリジナルの設定やストーリーで制作されています。 

この度、昨今のマーベル人気の高まりを受け、『スパイダーマン』東映 TV シリーズ新商品の発売が決定しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年 3月 23日 

 1978年に放送された日本の特撮 TV ドラマシリーズ 

『スパイダーマン』東映 TVシリーズから 

超合金やアクションフィギュア、玩具菓子、アパレル、カプセルトイなど 

2020年 5月より順次発売！ 

『スパイダーマン』東映 TVシリーズ 商品ラインアップ（一部） 
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【「超合金魂 GX-33R レオパルドン＆マーベラー召喚セット」 商品概要】 

劇中に登場した巨大ロボット・レオパルドンの超合金魂です。飛行形態のマーベラーからレオパルドンへの変

形が可能です。2006年に発売した「超合金魂 GX-33 レオパルドン」にマーベラーを召喚するためのスパイ

ダーブレスレットを新たに付属。スパイダーブレスレットはレオパルドンへの変形時のBGMのほか、TVサイズ主

題歌、マーベラー召喚時の劇中の音声も再生できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品名 超合金魂 GX-33R レオパルドン＆マーベラー召喚セット 

希望小売価格 22,000 円・税 10%込/20,000 円・税抜 発売日 2020 年 9 月発売予定 

素材 ダイキャスト、ABS、PVC 製 サイズ 全高約 170 ㎜（レオパルドン時） 

対象年齢 15 歳以上 電池 単 4×2 本（別売） 

セット内容 本体、腕（変形タイプ）左右、腕（可動タイプ）左右、交換用手首左右各 2 種、 ソードビッカー、スパイダープ

ロテクター、スパイダーマン、スパイダーマシン GP-7（小）、 ダイキャスト製「スパイダーマシン GP-7」、専用

台座、スパイダーブレスレット 

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 

発売元 株式会社 BANDAI SPIRITS 

 

【アクションフィギュア「S.H.Figuarts スパイダーマン（『スパイダーマン』東映 TV シリーズ）」 商品概要】 

パッケージから取り出してすぐに遊べる本格アクション

フィギュア「S.H.Figuarts」シリーズのスパイダーマンで

す。 

全身 20 箇所以上が可動。付属のスパイダーストリング

スやスパイダーネットと組み合わせて、劇中のさまざま

なポーズをとらせることができます。 

フィギュア本体が装着しているスパイダーブレスレット

は約 6 ㎜のサイズながら開閉可能。マーベラー召喚

ポーズも再現できます。 

 

 

商品名 S.H.Figuarts スパイダーマン（『スパイダーマン』東映 TVシリーズ） 

希望小売価格 7,150 円・税 10%込/6,500 円・税抜 発売日 2020 年 8 月発売予定 

素材 ABS、PVC サイズ 全高約 150 ㎜ 

対象年齢 15 歳以上 

セット内容 本体、交換用頭部パーツ 2 種、交換用手首パーツ左 5 種右 6種、交換用足パーツ、スパイダーストリングス

（小）、スパイダーストリングス（長）、スパイダーストリングス（ループ）、スパイダーネット一式 

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 

発売元 株式会社 BANDAI SPIRITS 

レオパルドン セット内容 スパイダーブレスレット 
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【食玩（玩具菓子）「スーパーミニプラ スパイダーマン レオパルドン」 商品概要】 

食玩(玩具菓子)の「スーパーミニプラ」シ

リーズより、巨大ロボット・レオパルドン

が登場。飛行形態のマーベラーからレオ

パルドンに変形させることができます。

ソードビッカーやスパイダープロテクター

をはじめ、スパイダーマシン GP-7 格納

シーン、ソードビッカー投擲シーン、アー

ムロケット発射シーンを再現したエフェク

トパーツも付属します。マーベラーを飛

行状態で飾れる専用台座もセットになっ

たボリュームキットです。 

 

商品名 スーパーミニプラ スパイダーマン レオパルドン 

希望小売価格 4,950 円・税 10%込/4,500 円・税抜 発売日 2020 年 8 月発売予定 

素材 ABS・MABS サイズ 全高約 150 ㎜（レオパルドン時） 

対象年齢 15 歳以上 種類 全 1 種 

セット内容 レオパルドン、各種エフェクトパーツ、専用台座、ラムネ 

販売ルート 全国量販店の菓子売場等 

発売元 株式会社バンダイ 

 

【アパレルグッズ『スパイダーマン』東映TVシリーズ 商品概要】 

『スパイダーマン』東映 TVシリーズのアパレルグッズを 5月より続々発売します。 

当時の映像のイメージそのままに、どこかレトロさを感じるデザインとカラーリングを、現代風のアパレル・雑貨ア

イテムに落とし込みました。スパイダーマンに加え、レオパルドンをデザインした商品もラインアップ。バンダイの

ファッションサイト「バンコレ！（https://bandai-fashion.jp/）」にて 2020年 3月 23日（月）11時より予約を開始しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品名 『スパイダーマン』東映 TVシリーズ Tシャツ  

希望小売価格 4,400 円・税 10%込/4,000 円・税抜 お届け日 2020 年 5 月【3月 23 日(月)11時予約開始】 

主な素材 綿：100% 対象サイズ S、M、L、XL 

対象年齢 15 歳以上 種類 3 柄×2 色 全 6 種 

ラインアップ スパイダーマン、レオパルドン、スパイダーマン&レオパルドン/ホワイト、ブラック 

販売ルート バンダイファッションサイト「バンコレ！」、他未定 

発売元 株式会社バンダイ 

 

 

 

※画像は監修中のものです 

https://bandai-fashion.jp/
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商品名 『スパイダーマン』東映 TVシリーズ ロング Tシャツ  

希望小売価格 6,380 円・税 10%込/5,800 円・税抜 お届け日 2020 年 5 月【3月 23 日(月)11時予約開始】 

主な素材 綿：100% 対象サイズ S、M、L、XL 

対象年齢 15 歳以上 種類 3 柄×2 色 全 6 種 

ラインアップ スパイダーマン、レオパルドン、スパイダーマン&レオパルドン/ホワイト、ブラック 

販売ルート バンダイファッションサイト「バンコレ！」、他未定 

発売元 株式会社バンダイ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品名 『スパイダーマン』東映 TVシリーズ パーカー  

希望小売価格 7,480 円・税 10%込/6,800 円・税抜 お届け日 2020 年 5 月【3月 23 日(月)11時予約開始】 

主な素材 黒・綿：100% 

杢グレー・綿：90% ポリエステル 10% 

対象サイズ S、M、L、XL 

対象年齢 15 歳以上 種類 3 柄×2 色 全 6 種 

ラインアップ スパイダーマン、レオパルドン、スパイダーマン&レオパルドン/グレー、ブラック 

販売ルート バンダイファッションサイト「バンコレ！」、他未定 

発売元 株式会社バンダイ 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品名 『スパイダーマン』東映 TVシリーズ トートバック 

希望小売価格 3,080 円・税 10%込/2,800 円・税抜 お届け日 2020 年 5 月【3月 23 日(月)11時予約開始】 

主な素材 綿 100% 対象サイズ 約 W360×H370×マチ 110 ㎜ 

対象年齢 15 歳以上 種類 2 種 

ラインアップ ホワイト・ブラック 

販売ルート バンダイファッションサイト「バンコレ！」、他未定 

発売元 株式会社バンダイ 
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商品名 『スパイダーマン』東映 TVシリーズ アクリルキーホルダー 

希望小売価格 638 円・税 10%込/580 円・税抜 お届け日 2020 年 5 月【3月 23 日(月)11時予約開始】 

主な素材 アクリル樹脂 対象サイズ スパイダーマン A 本体：約 52×57㎜ 

スパイダーマン B：約 76×59㎜ 

ロゴ：約 78×21 ㎜ 

マーク：約 53×57 ㎜ 

レオパルドン＊約 56×79㎜ 

対象年齢 15 歳以上 種類 全 5 種 

ラインアップ スパイダーマン A、スパイダーマン B、レオパルドン、ロゴ、マーク 

販売ルート バンダイファッションサイト「バンコレ！」、他未定 

発売元 株式会社バンダイ 

 

 

 

 

 

 

 

商品名 『スパイダーマン』東映 TVシリーズ キャップ 

希望小売価格 4180 円・税 10%込/3800 円・税抜 お届け日 2020 年 5 月【3月 23 日(月)11時予約開始】 

主な素材 アクリル 85%、ウール 15% 対象サイズ フリーサイズ 

対象年齢 15 歳以上 種類 2 柄×2 色 全 4 種 

ラインアップ マーク柄、ロゴ柄/ブラック・レッド 

販売ルート バンダイファッションサイト「バンコレ！」、他未定 

発売元 株式会社バンダイ 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品名 『スパイダーマン』東映 TVシリーズ タオル 

希望小売価格 1,980 円・税 10%込/1,800 円・税抜 お届け日 2020 年 5 月【3月 23 日(月)11時予約開始】 

主な素材 綿 100%  対象サイズ 約 340×850 ㎜ 

対象年齢 15 歳以上 種類 全 1 種 

販売ルート バンダイファッションサイト「バンコレ！」、他未定 

発売元 株式会社バンダイ 

 

スパイダーマン B 
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商品名 『スパイダーマン』東映 TVシリーズ 缶バッチセット   

希望小売価格 2,200 円・税 10%込/2,000 円・税抜 お届け日 2020 年 5 月【3月 23 日(月)11時予約開始】 

主な素材 ブリキ/紙/PET 対象サイズ 直径約 56 ㎜ 

対象年齢 15 歳以上 種類 全 1 種（5 柄 1セット） 

販売ルート バンダイファッションサイト「バンコレ！」、他未定 

発売元 株式会社バンダイ 

 

【ガシャポン（カプセルトイ）「HG スパイダーマン（『スパイダーマン』東映TVシリーズ）」】 

フルカラーのハイクオリティな固定フィギュア「HG」シリーズから、東映 TV シリーズのスパイダーマンが登場。全

国に設置しているバンダイのカプセル自販機「ガシャポン」で 9 月より発売します。ラインアップは、3 種のポーズ

のスパイダーマンとレオパルドンの全 4種です。 

商品名 HG スパイダーマン（『スパイダーマン』東映 TVシリーズ） 

希望小売価格 500 円・税 10%込 発売日 2020 年 9 月発売予定 

素材 PVC サイズ 全高約 90 ㎜ 

対象年齢 15 歳以上 種類 全 4 種 

ラインアップ スパイダーマン A、スパイダーマン B、スパイダーマン C、レオパルドン 

販売ルート 全国の玩具売場・量販店などに設置されたカプセル自販機 

発売元 株式会社バンダイ 

 

 

 

 

 

 BANDAI SPIRITS・バンダイ『スパイダーマン』東映 TV シリーズ商品特設サイト：https://tamashii.jp/marvel/spider-man/toeitv/ 

株式会社 BANDAI SPIRITS ホームページ：https://www.bandaispirits.co.jp/ 

株式会社バンダイ ホームページ：https://www.bandai.co.jp/  

※プレスリリースの内容は 2020年 3 月 23 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。 

https://tamashii.jp/marvel/spider-man/toeitv/
https://www.bandaispirits.co.jp/
https://www.bandai.co.jp/

