＜報道関係各位＞
２００３年１０月８日
アートのスターターキット

アート食玩 がついに誕生！！

ス ー パ ー フ ラ ッ ト ミ ュ ー ジ ア ム

『村上隆のＳＵＰＥＲＦＬＡＴＭＵＳＥＵＭ

〜コンビニエディション〜

』

新発売のご案内

「Miss Ko2 」「Mr. DOB & Mushrooms」など全１０種類。シリアルナンバー入りの認定証付き！
株式会社 タカラ
株式会社 海洋堂
株式会社 ドリームズ・カム・トゥルー
有限会社 カイカイキキ
株式会社タカラ（代表取締役社長：佐藤慶太／所在地：東京都葛飾区）と、株式会社海洋堂（代表取締
役社長：宮脇修／所在地：大阪府門真市）、株式会社ドリームズ・カム・トゥルー （代表取締役社長：鈴木
世一／所在地：東京都台東区）、有限会社カイカイキキ（代表取締役社長：村上隆／所在地：埼玉県朝霞
市）は、４社共同で、日本を代表する現代美術アーティスト村上隆（注１）の作品を玩具菓子にした、アート食
玩「村上隆のＳＵＰＥＲＦＬＡＴＭＵＳＥＵＭ」〜コンビニエディション〜」（希望小売価格３５０円／税別／全１０
種類）を、２００３年１２月８日（月）から、コンビニエンスストアにて一斉発売いたします。

この商品は、アートの世界に「アニメ」や「フィギュア」など日本独自の文化をミックスし、全世界から注目
を浴びているトップアーティスト村上隆と、高い技術力を持ち現在の 食玩ブーム と呼ばれる現象を生
み出した海洋堂、ライフエンターテインメント企業を目指し 遊びは文化 を企業理念とするタカラが組
み、村上隆のアートを３５０円の玩具付き菓子のおまけにした、初めてのアート食玩です。
（企画制作：村上隆・カイカイキキ、造型製作：海洋堂、発売元：タカラ、販売元：ドリームズ・カム・トゥルー）

村上隆に関連する動きとしては、ＮＹのオークション「クリスティーズ」で、フィギュア作品「HIROPON」が
３８万ドル（日本円で約４，８００万円/２００２年５月）、「Miss Kｏ2」が５６万７，５００ドル（日本円で約６，８１０万円／
２００３年５月）という日本現代美術史上の最高額をマークし、美術界のみならず現代日本文化の評価という

点でも大きな話題になりました。また、フランスのカルティエ美術館での展覧会キューレション、ルイ・ヴィト
ン社とのコラボレーション、六本木ヒルズのキャラクター展開や NＹロックフェラーセンターでの野外展示
「二重螺旋逆転」（「ＴＡＫＡＳＨＩ

ＭＵＲＡＫＡＭＩ ＡＴ ＲＯＣＫＥＦＥＬＬＥＲ ＣＥＮＴＥＲ： ＲＥＶＥＲＳＥＤ ＤＯＵＢＬＥ ＨＥＬＩＸ」）の開催

など、一大ムーブメントを巻き起こしています。

今回発売する「村上隆のＳＵＰＥＲＦＬＡＴＭＵＳＥＵＭ〜コンビニエディション〜」は、村上隆の世界
に、多くの人が身近に触れて作品を購入することができる、アートとの出会い、アートのスターターキッ
ト（＝芸術への入り口）となることを目指して企画制作致しました。
「HIROPON」や、最高値をつけた 「Ｍｉｓｓ Ｋｏ2」を含め、１０種類の村上隆のキャラクターミニチュア
フィギュアを、シリアルナンバー入りの認定証が付いた３５０円の アート作品 として、コンビニで発売
することで、世界でひとつだけ、自分だけの貴重なコレクションを可能にし、日本人がアートを買うこと、
アートに親しむ生活を提案して参ります。
「村上隆のＳＵＰＥＲＦＬＡＴＭＵＳＥＵＭ〜コンビニエディション〜」は、 フィギュア１体と、認定証、解説
書、チューインガム（２個）がセットになっています。
フィギュアは、村上隆の代表的作品を精巧に表現しており、①"Miss Ko2 / Basic"②"HIROPON / Blue"

③"Rumble-kun in a Jar"④"Flower Ball / Silver"⑤"Machikado-kun"⑥"Mr. Oval the Mediator"
⑦"Melting DOB / Positive"⑧"Mr. DOB & Mushrooms/ Indigo"⑨"Kaikai Kiki & Flower / Pink"
⑩"Mushrooms"の全１０種類です。フィギュアの造形は、世界最高の造形集団「海洋堂」の造型師である、
BOMEと榎木ともひでが担当しています。
認定証 は、一体一体全てに通しナンバーが入っており、世界でただひとつの芸術作品であることを証
明しています。
また、カイカイキキ制作による作品の 解説書 には、 村上隆が語るアート食玩の世界 や、フィギュアキ
ャラクターの詳しい説明、作品に関連した書籍の紹介など、各キャラクターや村上アートの理解がより深ま
る内容が書かれています。
尚、「村上隆のＳＵＰＥＲＦＬＡＴＭＵＳＥＵＭ」は、全国一般発売の コンビニエディション （全１０種類）の他に、
限定エディションである、 ＮＥＷ ＹＯＲＫ ＥＤＩTＩＯＮ （全４種類）と、 六本木ヒルズエディション （全６種類）が
あります。
「村上隆のＳＵＰＥＲＦＬＡＴＭＵＳＥＵＭ〜ＮＥＷ ＹＯＲＫ ＥＤＩTＩＯＮ〜」は、「Mr.DOB & Mushrooms/Pink」、
「Kaikai kiki & Flower/ Blue」、「Melting DOB/ Nega」、「Miss Ko2/Clear」の４種類で、２００３年９月９日、（日本
時間９月１０日）ＮＹロックフェラーセンターにて関係者に配布されたほか、２００３年９月１４日に行われたＧＥＩＳ
ＡＩ（★1）にて限定販売されました。（生産数：各３，０００個×４種類、合計１２，０００個）※生産・販売終了）
「村上隆の ＳＵＰＥＲＦＬＡＴＭＵＳＥＵＭ〜六本木ヒルズエディション〜」 （希望小売価格３５０円/税別） は、「Mr.
DOB & Mushrooms / Light Blue」、「Kaikai Kiki & Flower / Moss」、「Melting DOB / Shine」、「Flower Ball /
Gold」、そして村上隆による六本木ヒルズオリジナルキャラクター「Shacho」、「Masamune & Spica」の６種類で
す。これらは六本木ヒルズと、森美術館のオープンを記念した特別企画商品で、２００３年１０月１８日（土）か
ら、六本木ヒルズ内で限定発売致します。（販売数：各１５，０００個×６種類、合計９０，０００個）これらは１０／１８（土）
午前９時〜と、１０／１９（日）午前１１時〜のみ六本木ヒルズ ウェストウォーク内特設会場にて販売し、それ以
降は、ウェストウォーク３階六本木ヒルズアートアンドデザインストア、５０階、５２階森アーツセンターミュージア
ムショップにて販売される予定です。また、１０月１８日（土）から、六本木ヒルズアートアンドデザインストア内
スペースＡ＋Ｄにて、「村上隆のＳＵＰＥＲＦＬＡＴＭＵＳＥＵＭ」全てのエディションを展示する予定です。（★２）
（★1）ＧＥＩＳＡＩ（ゲイサイ）とは、アートのフリーマーケットにして新しいコンペティション。プロデビューのチャンスを目指して日々切
磋琢磨するアーティストたちの祭典。主催は、村上隆率いる GEISAI 実行委員会。
（★２） 六本木ヒルズ限定エディション に関するお問合せは下記までお願い致します。

森ビル株式会社 森アーツセンターミュージアムショップ
〒１０６−６１５０ 東京都港区六本木６−１０−１ 六本木ヒルズ森タワー
e-mail : shop@macmuseumshop.com
http://www.macmuseumshop.com

（注１） 村上隆 プロフィール
アートの世界に「アニメ」や「フィギュア」など日本独自の文化をミックス。全世界的に注目を浴びるトップアーティストとして活
躍中。2003年は「ルイ・ヴィトン」とのコラボレーション、そして六本木ヒルズのキャラクター展開が大きな話題に。また、NYの
オークション「クリスティーズ」で２００２年５月、フィギュア作品「HIROPON」が３８万ドル（日本円で約４，８００万円）、翌年の２
００３年５月には「Miss Ko2」が、５６万７５００ドル（日本円で約６，８１０万円）で、立て続けに落札され、日本現代美術史上の
最高額をマーク。２００３年９月にはNYのロックフェラーセンター野外展示場にて「二重螺旋逆転」（「ＴＡＫＡＳＨＩ ＭＵＲＡＫＡＭＩ
ＡＴ ＲＯＣＫＥＦＥＬＬＥＲ ＣＥＮＴＥＲ： ＲＥＶＥＲＳＥＤ ＤＯＵＢＬＥ ＨＥＬＩＸ」／ 展示期間：２００３年９月９日〜１０月１２日）を開催し、高さ

７メートルの巨大彫刻作品を展示。現在は埼玉県朝霞市とNY、パリのスタジオにて作品を制作。
アーティストでありプロデューサーであり、企業家でもある。

＜ 商品概要 ＞
ス ー パ ー フ ラ ッ ト ミ ュ ー ジ ア ム

●商品名

「村上隆のＳＵＰＥＲＦＬＡＴＭＵＳＥＵＭ 〜コンビニエディション〜」

●希望小売価格

３５０円／税別

●発売日

２００３年１２月８日（月）

●商品仕様

玩具菓子 （フィギュア×１・認定証・解説書・チューインガム×２）

●種類

全１０種
①"Miss Ko2 / Basic"
②"HIROPON / Blue"
③"Rumble-kun in a Jar"
④"Flower Ball / Silver"
⑤"Machikado-kun"
⑥"Mr. Oval the Mediator"
⑦"Melting DOB / Positive"
⑧"Mr. DOB & Mushrooms/ Indigo"
⑨"Kaikai Kiki & Flower / Pink"
⑩"Mushrooms"

●販売個数

各３万個×１０種 、合計３０万個

●パッケージサイズ

Ｗ９０×Ｈ１３０×Ｄ４０ （ｍｍ）

●販売ルート

コンビニエンスストア

●造形企画制作

村上隆、株式会社海洋堂、有限会社カイカイキキ

●原型制作

ＢＯＭＥ、榎木ともひで

●発売元

株式会社タカラ

●販売元

株式会社ドリームズ・カム・トゥルー

●クレジット表記

（ｃ）Takashi Murakami/Kaikai Kiki.All Rights Reserved.

この件に関するお問い合わせは下記までお願い致します。
株式会社タカラ 広報室
〒１２５−８５０３ 東京都葛飾区青戸４−１９−１６
ＴＥＬ：０３−５６８０−２０４１ ＦＡＸ：０３−５６８０−８６２７
株式会社海洋堂 広報担当
〒５７１−００４１ 大阪府門真市柳町１９−３
ＴＥＬ：０６−６９０９−１０５１ ＦＡＸ：０６−６９０８−３０７７
株式会社ドリームズ・カム・トゥルー マーケティング部
〒１１１−００５３ 東京都台東区浅草橋３−８−５ ３１山京ビル２Ｆ
ＴＥＬ：０３−５６８７−６３７５
ＦＡＸ：０３−５６８７−６３７７
有限会社カイカイキキ
〒３５１−０００１ 埼玉県朝霞市上内間木 493 丸沼芸術の森
ＴＥＬ：０４８−４５６−２５４８ ＦＡＸ：０４８−４５６−２５３５

（ｃ）Takashi Murakami/Kaikai Kiki.All Rights Reserved.

「村上隆のＳＵＰＥＲＦＬＡＴＭＵＳＥＵＭ 〜コンビニエディション〜」
２００３年１２月８日（月） 希望小売価格 ３５０円（税別）

（ｃ）Takashi Murakami/Kaikai Kiki.All Rights Reserved.

「村上隆のＳＵＰＥＲＦＬＡＴＭＵＳＥＵＭ 〜コンビニエディション〜」
"Miss Ko2 / Basic"

（ｃ）Takashi Murakami/Kaikai Kiki.All Rights Reserved.

「村上隆のＳＵＰＥＲＦＬＡＴＭＵＳＥＵＭ 〜コンビニエディション〜」
フィギュア全１０種

