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株式会社タカラトミー 

 
株式会社タカラトミー（代表取締役社長：Ｈ．Ｇ．メイ／東京都葛飾区）は、最新映画『ローグ・ワン／スター・

ウォーズ・ストーリー』（２０１６年１２月１６日公開予定）の公開に先駆けて、主人公「ジン・アーソ」等、今作から

新たに登場するキャラクターの玩具をはじめとする「スター・ウォーズ」の関連商品を、２０１６年９月３０日（金）

から順次発売し、１２月までに計１００アイテム以上を展開いたします。 

 

 タカラトミーは２０１５年から、乗り物や人物を手のひらサイズで表現したダイキャストモデル「トミカ」や手のひ

らサイズのダイキャスト製フィギュア「メタコレ」シリーズなど、「スター・ウォーズ」関連玩具の商品を多数展開し

ています。 

今回、新たに『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』関連玩具を発売し、その第１弾として「ジン・アーソ」

や「Ｋ－２ＳＯ」のフィギュアや、今作より登場する乗り物を再現したビークルのほか、回転ギミックを含む複数の

パーツを自由に組み合わせて楽しめる「スピンアクション・ライトセーバー」等、合計４３アイテムを２０１６年９月

３０日（金）から日本国内の玩具専門店、百貨店、量販店等の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー

の公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」http://takaratomymall.jp/shop/等にて発売いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■タカラトミーより子どもから大人まで楽しめる「スター・ウォーズ」関連玩具を多数展開中 

タカラトミーは２０１５年１月から「スター・ウォーズ」関連玩具の長期商品化展開を開始しています。子どもや

ファミリー向けには、登場人物たちになりきって遊べる「ライトセーバー」「マスク」や、乗り物や人物を手のひら

サイズで表現したダイキャストモデル「トミカ」などを展開してきました。また、今の「スター・ウォーズ」ファンの中

心である大人層に向けては、アクションフィギュアや、手のひらサイズのダイキャスト製フィギュア「メタコレ」を発

売してきました。「メタコレ」シリーズは、２０１５年４月からの累計出荷数が１００万個を突破するなど、話題となっ

ています。 

 

 

 

新作映画『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』関連玩具を含む  

スター・ウォーズシリーズ商品 ９月３０日（金）新発売のお知らせ  

新キャラクター「ジン・アーソ」のフィギュアや新ライトセーバーなど１２月までに累計１００種以上 順次展開 

  

「スター・ウォーズ ベーシックフィギュア」 

「ジン・アーソ」と「Ｋ－２ＳＯ」 © & TM Lucasfilm Ltd.  ®and/or TM & ©2016 HASBRO.  

「スター・ウォーズ スピンアクション・ライトセーバー」 

報道関係各位 

http://takaratomymall.jp/shop/


■商品一例 

 

【フィギュア】 
 ベーシック、２パック、６インチ（約１５ｃｍ）、２０インチ（約５０ｃｍ）、３１インチ（約

８０ｃｍ）など様々なサイズや価格の商品を順次展開していきます。 

９月３０日（金）からいち早く、新キャラクターの「ジン・アーソ」や「Ｋ-２ＳＯ」等の

ベーシックフィギュア（各１，２００円／税抜き）を発売します。「スター・ウォーズ」

シリーズに登場するキャラクター達を手軽にコレクションすることができるフィギュ

アシリーズです。また、「３１インチフィギュア」（各９，０００円／税抜き）も９月３０

日（金）から「デス・トルーパー」「Ｋ‐２ＳＯ」の２種を発売いたします。全長約８０ｃ

ｍの存在感のある大型フィギュアで、造形や塗装などリアルに再現したハイディ

テールの使用となっています。頭部、腕、足などが可動します。 

 

 

 

【ライトセーバー】 

スター・ウォーズシリーズを通して代表的な武器として登場する「ライト

セーバー」の玩具として、完全伸縮が可能な「ベーシックライトセーバー」と、

伸縮機能のほか光とサウンドの機能を搭載した「エレクトロニック ライト

セーバー」の２タイプをメインに発売します。「エレクトロニック ライトセー

バー」はハンドル部分のスイッチを押すと剣先が光り、劇中同様に起動音や

収納音、本体に衝撃が加わった際にはクラッシュ音が流れるようになってい

ます。 

９月３０日（金）から回転ギミックを含む複数のパーツを自由に組み合わ

せて楽しめる「スピンアクション・ライトセーバー」（６，８００円／税抜き）等を

発売します。 

 

 

 

 

 

【マスク】 
 ハロウィーンシーズンにも楽しめる顔全体を覆う「マスク」として

「マスク ダース・ベイダー」（１，８００円／税抜き）などを９月３０日

(金)から発売いたします。デザインがはっきり分かる本格的なプラ

スチック製のマスクで、頭部に装着することが可能です。ライト

セーバーと一緒に使用して、登場キャラクターになりきって楽しめ

る商品としてもご提案いたします。 

 

 

 

 

タカラトミーでは、トレンドを取り入れながら、子どもから大人まで幅広い年齢層に楽しんでいただける商品を

発売、多くの皆様に好評頂いてまいりました。 
 今回、最新映画公開に先駆けて、新登場のキャラクターをはじめ「スター・ウォーズ」の世界観を自分の手元

で気軽に体験できるような商品群を順次発売してまいります。 

 

  

© & TM Lucasfilm Ltd.  ®and/or TM & ©2016 MANUFACTURED BY JAKKS PACIFIC INC.  

© & TM Lucasfilm Ltd.  ®and/or TM & ©2016 HASBRO.  

© & TM Lucasfilm Ltd.  ®and/or TM & ©2016 HASBRO.  

「スター・ウォーズ ３１インチフィギュア」 

「デス・トルーパー」 

 

「スター・ウォーズ マスク」 

「ダース・ベイダー」と「ストームトルーパー」 

 

「エレクトロニックライトセイバー」 

 



〈商品概要〉 
ホームページ：http://www.takaratomy.co.jp/products/starwars/ 
取 扱 い場 所： 日本国内の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売り場、インターネットショップ、 

タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等 

 

【フィギュア】 
■「ベーシックフィギュア」 ７種 

ジン・アーソ ／ Ｋ－２ＳＯ ／ ストームトルーパー ／ インペリアル・グラウンド・クルー ／ カイロ・レン 

ケイナン・ジャラス（ストームトルーパーver.） ／ サビーヌ・レン 

発売日  ：９月３０日 

希望小売価格 ：各１，２００円（税抜き） 

商品サイズ ：全長約１０ｃｍ 

対象年齢 ：４歳～ 

クレジット表記 ：© & TM Lucasfilm Ltd.  ®and/or TM & ©2016 HASBRO.  

 

■「３１インチフィギュア」 ２種 デス・トルーパー ／ Ｋ－２ＳＯ 

発売日  ：９月３０日 

希望小売価格 ：各９、０００円（税抜き） 

商品サイズ ：全長約８０ｃｍ 

対象年齢 ：３歳～ 

クレジット表記 ：© & TM Lucasfilm Ltd.    TM & ©2016 MANUFACTURED BY JAKKS PACIFIC INC. 

 

【ライトセーバー】 
■「フォースの覚醒 ベーシックライトセーバー ３種」 

発売日  ：１０月 

希望小売価格 ：各１，８００円（税抜き） 

商品サイズ ：全長約７５ｃｍ 

対象年齢 ：４歳～ 

クレジット表記 ：© & TM Lucasfilm Ltd.  ®and/or TM & ©2016 HASBRO. 

 

■「フォースの覚醒 エレクトロニックライトセーバー ５種」  

発売日  ：１０月 

希望小売価格 ：各４，０００円（税抜き） 

商品サイズ ：全長約８０ｃｍ 

使用電池 ：単４乾電池３本使用（電池は別売です。） 

対象年齢 ：４歳～ 

クレジット表記 ：© & TM Lucasfilm Ltd.  ®and/or TM & ©2016 HASBRO. 

 

■「スピンアクション・ライトセーバー」 

発売日  ：９月３０日 

希望小売価格 ：各６，８００円（税抜き） 

商品サイズ ：全長約８０ｃｍ～ 

使用電池 ：単４乾電池３本使用 

対象年齢 ：４歳～ 

クレジット表記 ：© & TM Lucasfilm Ltd.  ®and/or TM & ©2016 HASBRO. 

 

 

【マスク】 

■「マスク」 ４種 ダース・ベイダー ／ ストームトルーパー ／ カイロ・レン ／ サビーヌ・レン 

発売日  ：９月３０日（金） 

希望小売価格 ：各１，８００円（税抜き） 

商品サイズ ：全長約２２ｃｍ 

対象年齢 ：５歳～ 

クレジット表記 ：© & TM Lucasfilm Ltd.  ®and/or TM & ©2016 HASBRO.  

 

 

http://www.takaratomy.co.jp/products/starwars/


２０１６年９月３０日発売の商品一覧 

 
 

※リリース中の商品数「１００種以上」「４３種」の表記について、９月１日時点の発売計画であり、今後変更になる可能性が 

ございます。 

※店舗によっては上記商品一覧とは販売商品が異なる場合がございます。 

 

 

 

希望小売価格
（税抜き）

対象年齢 電池

ベーシックフィギュア　ジン・アーソ 1,200 4歳～

ベーシックフィギュア　Ｋ－２ＳＯTM 1,200 4歳～

ベーシックフィギュア　ストームトルーパー 1,200 4歳～

ベーシックフィギュア　インペリアル・グラウンド・クルー 1,200 4歳～

ベーシックフィギュア　カイロ・レン 1,200 4歳～

ベーシックフィギュア　ケイナン・ジャラス（ストームトルーパーver.） 1,200 4歳～

ベーシックフィギュア　サビーヌ・レン 1,200 4歳～

12インチエレクトロニックフィギュア ダース・ベイダー（反乱者たち） 3,800 4歳～
テスト用電池付 (単３形アルカリ乾電池１本)※電
池はアルカリ乾電池をご使用ください。

12インチエレクトロニックフィギュア ケイナン・ジャラス 3,800 4歳～
テスト用電池付 (単３形アルカリ乾電池１本)
※電池はアルカリ乾電池をご使用ください。

スター・ウォーズ 31インチフィギュア C-3PO(フォースの覚醒) 9,000 3歳～

スター・ウォーズ ＤＸ20インチフィギュア ダース・ベイダー 8,000 3歳～
テスト用電池付 (単４形マンガン乾電池３本)※電
池はアルカリ乾電池をご使用ください。

19インチフィギュア デス・トルーパー 5,000 3歳～

20インチフィギュア K-2SOTM 5,000 3歳～

18インチフィギュア ストームトルｰパｰ 5,000 3歳～

31インチフィギュア デス・トルーパー 9,000 3歳～

31インチフィギュア K-2SOTM 9,000 3歳～

ブラックシリーズダイキャストヘルメット　デス・トルーパー&レベルコマンド 2,800 4歳～

ブラックシリーズダイキャストヘルメット　フィン [FN-2187] &ファースト・オーダー タイファイター・パイロット 2,800 4歳～

ブラックシリーズダイキャストヘルメット　カイロ・レン&ポー・ダメロン 2,800 4歳～

ブラックシリーズダイキャストヘルメット　キャプテン・ファズマ&ファースト・オーダー ストームトルーパー 2,800 4歳～

ブラックシリーズダイキャストヘルメット　ダース・ベイダー&ストームトルーパー 2,800 4歳～

DXミッドビークル タイ・ストライカー 7,800 4歳～

ラージビークル Ｕウイング・ファイター 9,800 4歳～

ブラックシリーズダイキャストビークル　Ｕウイング・ファイター 1,000 4歳～

ブラックシリーズダイキャストビークル　Ｕタイ・ストライカー 1,000 4歳～

ブラックシリーズダイキャストビークル　インペリアル・カーゴ・シャトル SW-0608 1,000 4歳～

ブラックシリーズダイキャストビークル　クレニック インペリアル・シャトル 1,000 4歳～

ブラックシリーズダイキャストビークル　デス・スター 1,000 4歳～

ブラックシリーズダイキャストビークル　カイロ・レン　コマンド・シャトル（ブラック） 1,000 4歳～

ブラックシリーズダイキャストビークル　スペシャル・フォース　タイ・ファイター 1,000 4歳～

ブラックシリーズダイキャストビークル　スター・デストロイヤー 1,000 4歳～

ブラックシリーズダイキャストビークル　インぺリアル　スター・デストロイヤー 1,000 4歳～

ブラックシリーズダイキャストビークル　タイ・ファイター　アドバンスド　尋問官機 1,000 4歳～

ブラストテック・ライトセーバー 5,200 4歳～
（テスト用電池付）単4形アルカリ乾電池3本使用

スピンアクション・ライトセーバー 6,800 4歳～
（テスト用電池付）単4形アルカリ乾電池3本使用

マスク　ダース・ベイダー 1,800 5歳～

マスク　ストームトルーパー 1,800 5歳～

マスク　カイロ・レン 1,800 5歳～

マスク　サビーヌ・レン 1,800 5歳～

ボイスチェンジャー
マスク

ボイスチェンジャｰマスク デス･トルｰパｰ 6,800 5歳～
テスト用電池付 (単３形アルカリ乾電池３本)※電
池はアルカリ乾電池をご使用ください。

メタコレ スタｰ･ウォｰズ R2-A6 1,000 3歳～

メタコレ スタｰ･ウォｰズ R2-C4 1,000 3歳～

メタコレ スタｰ･ウォｰズ R2-M5 1,000 3歳～

ライトセーバー

マスク

メタコレ

商品名

フィギュア

フィギュア

ビッグ
フィギュア

ダイキャスト
ヘルメット

ビークル

ダイキャスト
ビークル

＜報道各位から本件に関するお問い合わせ先＞ 

株式会社タカラトミー 広報課 TEL 03-5654-1280 FAX 03-5654-1380 

 

＜読者から商品に関するお問い合わせ先＞ 

株式会社タカラトミーお客様相談室 TEL： 0570-04-1031（ナビダイヤル） 

※IP 電話・一部携帯電話、PHS 及び海外からのお電話は 03-5650-1031 をご利用ください。 

 


