
株式会社ホットトイズジャパン（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：フランク・デュボア）は、自社ブラ
ンドであるホットトイズ、そして米国に拠点を置く玩具メーカーであるファンコ社より、2017年12月15日（金）
公開のシリーズ最新作『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』の関連アイテムを発表いたしました。

■さまざまなジャンルのフィギュアを展開！
ついに2017年9月1日（金）に情報解禁となった、『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』関連アイテム。ホッ

トトイズジャパンは、自社ブランドであるホットトイズの製品、そして国内正規代理店を務める米国のファンコ社
の製品を一挙に公開。第1弾として、44アイテムを発表いたしました。

ホットトイズからは、リアルな造形で世界中から支持されている「ムービー・マスターピース」シリーズより、
トイザらス限定のハイエンドな1／6スケールフィギュア。そして、かわいいデフォルメが好評の「コスベイ
ビー」シリーズから9種類がラインナップ。

ファンコ社からは、世界中で大人気のつぶらな瞳が印象的なソフトビニール製フィギュア「POP!」シリーズ、
26種類がラインナップ。さらにトレーディング・フィギュア「ミステリー★ミニ」シリーズや、ぬいぐるみ「プ
ラッシーズ」シリーズからも、さまざまなデフォルメアイテムを発表いたしました。

今回発表したアイテムは、ホットトイズジャパンが展開するアイテムのごく一部となっており、今後もさまざま
な関連製品の発表を予定しておりますので、ぜひご期待ください。

報道関係各位

ホットトイズジャパンより
最新作『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』の

関連フィギュア第１弾、情報解禁！！

～かわいいアイテムからリアルなハイエンドフィギュアまで、多数ラインナップ！～

株式会社ホットトイズジャパン
プレスリリース
2017年9月4日

株式会社ホットトイズジャパン
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マーケティング担当 高橋猛志 media@hottoys.jp
※ご掲載いただいた際は、上記マーケティング担当までご一報ください。

ついに、情報解禁！！

ホットトイズジャパンが展開する
12月15日（金）公開の映画『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』

関連アイテム第１弾を一挙公開！！

2000年の創業以来、斬新なアイデアで画期的な製品を次々と創りつ
づけているホットトイズ。なかでも1/6スケールで30箇所以上が可動す
るハイエンドなリアルフィギュアにおいて、世界ナンバー1の実績を獲
得。主にハリウッド映画に登場する魅力溢れるキャラクターたちを立体
化する「ムービー・マスターピース」を筆頭に、さまざまなシリーズを
展開しています。

ハードルが高い「俳優の肖像権」を獲得するなど、その真似ができな
い確かな技術で、常に高いクオリティーを追求するホットトイズ製品は
現在、世界32か国以上にて販売されております。その出来映えには、ハ
リウッドセレブや日本の著名人もファンとして名を連ねており、世界中
で愛されるブランドとして確立しています。
http://www.hottoys.jp

「ホットトイズ」とは

ファンコ社は、思わず手に取りたくなってしまう可愛いアイテムから
リアルなフィギュアまでリリースする、米国の玩具メーカーです。
1998年の設立以来、映画、ドラマ、アニメ、音楽など、数多くの作品
から、たくさんのキャラクターを立体化。なかでも高さ9センチの、ユ
ニークにデフォルメされた、つぶらな瞳が印象的なソフトビニール製
フィギュア「POP！」シリーズは、もはや社会現象といえるほど、世界
中で大ヒットを記録しています。

でもご注意を！必ず好きなアイテムが見つかるはずなので、あなたを
虜にしてしまうかもしれません！集めれば集めるほど夢中になる、「心
が揺れるファンコレクション」を、ぜひお楽しみください。

http://www.funko.jp/

「ファンコ」とは
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「ホットトイズ」とは？「ホットトイズ」とは？

ホットトイズの「ムービー・マスターピース」シリーズに、超大作SF映画『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』が早くもラインナップ。ファースト・
オーダー ストームトルーパー・エクセキューショナーが、「トイザらス」の国内流通限定アイテムとして登場です。

『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』に登場するファースト・オーダー ストームトルーパー・エクセキューショナーを、全高約30センチ、30箇
所以上が可動するハイエンドな1/6スケールのフィギュアとして立体化。通常のストームトルーパーとは異なる、頭部や肩にマットブラックの
塗装が追加された装甲服は、独特なフォルムのヘルメットや装甲のモールド、ポーチがついたベルト、インナーに着用しているアンダースーツ
など、質感やディテールにこだわり、細部に至るまで精巧に再現。実際の装甲が持つ独特の光沢感を表現するために、業界トップクラスの
技術による塗装が施されています。またボディーとアンダースーツは、新たに開発したものを採用。『フォースの覚醒』シリーズのストームト
ルーパーに比べ、さらなる可動域を実現しています。
武器として、本ストームトルーパーの特殊装備であるエレクトリック・アックスと、ブラスター・ライフルが付属。ブラスター・ライフルと右腿部の
装甲にはマグネットを内蔵しており、容易に銃器を取り付けることができるのは嬉しいポイント。多彩な差し替え用ハンドパーツを使用すれ
ば、さまざまなシーンを演出することが可能です。台座は、『スター・ウォーズ』ロゴとファースト・オーダーのエンブレムがデザインされた特別仕
様となっています。

特殊な武器を装備した、新たなデザインのファースト・オーダー ストームトルーパー・エクセキューショナー。ぜひコレクションに加えたい本ア
イテムは、「トイザらス」でしか入手できない逸品です。

製品名 ：【ムービー・マスターピース】『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』１／６スケールフィギュア
ファースト・オーダー ストームトルーパー・エクセキューショナー（トイザらス限定版）

サイズ ： 高さ約30センチ
可動ポイント ： 30箇所
付属品 ： エレクトリック・アックス、エレクトリック・アックス用エフェクトパーツ（×4）、ブラスター・ライフル、

差し替え用ハンドパーツ（×7）、特製台座
価格 ： 25,000円（税込）
発売日 ： 2017年9月発売予定
取扱店 ：公式通販サイト「トイザらス・ベビーザらス オンラインストア」

https://www.toysrus.co.jp/f/CSfStarwars.jsp

トイザらス限定！
新たなストームトルーパーが、ハイエンドなフィギュアで早くも登場！

【製品概要】
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ホットトイズ 関連アイテム①

mailto:account@hottoys.jp
mailto:media@hottoys.jp
https://www.toysrus.co.jp/f/CSfStarwars.jsp


株式会社ホットトイズジャパン
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-30-12 Gビル 2F Tel 03-5474-3461 Fax 03-5474-3462 www.hottoys.jp

マーケティング担当 高橋猛志 media@hottoys.jp
※ご掲載いただいた際は、上記マーケティング担当までご一報ください。

「ホットトイズ」とは？「ホットトイズ」とは？

ホットトイズがお贈りする「コスベイビー」シリーズに、超大作SF映画『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』が早くもラインナップいたしました。

「コスベイビー」とは、「コスプレさせられた赤ちゃん」をコンセプトとした、ポップでカッコかわいいデフォルメフィギュアです。今回は、映画『ス
ター・ウォーズ／最後のジェダイ』に登場するキャラクターたちを、全高約8～12センチで立体化。

ラインナップは、単品やセット販売を含め、全8種類（下記、製品概要をご参照ください）。ヘッドはプルプル揺れる姿がユニークな、ボ
ブルヘッド仕様となっています。パッケージは、そのまま飾れるウィンドウボックスです。

頭でっかちなカッコかわいいコスベイビーは、デスクや棚を楽しく彩ってくれること間違いなしのアイテムです。劇中に登場する、さまざまな
キャラクターのコスベイビーをあつめて、クールでポップな『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』の世界観をお楽しみください。

「コスプレした赤ちゃん」がコンセプト！
「コスベイビー」シリーズに、最新キャラクターがラインナップ！

製品名 ： 【コスベイビー】『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』［サイズＳ］ シリーズ1 .0
ラインナップ ： レイ、ルーク・スカイウォーカー、カイロ・レン（マスクなし版）、プレトリアン・ガード（ダブルブレード版）、

ファースト・オーダー ストームトルーパー・エクセキューショナー、BB-9E
価格 ： 各2,800円（税込）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------
製品名 ： 【コスベイビー】『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』［サイズＳ］シリーズ1 .0

キャプテン・ファズマ（メタリック版）
価格 ： 3,200円（税込）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------
製品名 ： 【コスベイビー】『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』［サイズＳ］

レイ＆ルーク・スカイウォーカー（２体セット）
価格 ： 5,500円（税込）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------
サイズ ： 高さ約8～12センチ
発売日 ： 2017年9月予定
取扱店 ： ホットトイズ東京フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」www.toysapiens.jp ほか

【製品概要】

ホットトイズ 関連アイテム②
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「ホットトイズ」とは？「ホットトイズ」とは？

ファンコ 関連アイテム①

米国の玩具メーカーファンコ社がお贈りする「POP!」シリーズは、つぶらな瞳が印象的な、全高約９センチのソフ
トビニール製デフォルメフィギュアです。『ディズニー』『ディズニー／ピクサー』をはじめ、『スター・ウォー
ズ』『マーベル』『バットマン』『バック・トゥ・ザ・フューチャー』といった、さまざまな作品のキャラクターを
同一のフォーマットで展開。集めやすいサイズと豊富なラインナップ、そしてリーズナブルな価格で、世界中で大
ヒットを記録。手に取ればその愛らしさに思わず虜になってしまうシリーズです。

今回は、12月15日（金）に公開される待望のシリーズ最新作『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』より、なんと
18種類ものメインキャラクターたちを、早くも「POP!」シリーズにて立体化！それぞれキャラクターの個性を活かし
た造形でデフォルメしています。また、全国の有名ショップでのみ販売される限定アイテムも8種ご用意。手ごろなサ
イズと価格で最新作を堪能できる、思わず揃えたくなってしまう魅力的なシリーズとなっています。

【ＰＯＰ！】『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』シリーズ
サイズ ： 高さ約9センチ
価格 ： 各1,800円（税込）

■通常版
発売日 ： 2017年11月発売予定

ラインナップ（18種）
・BB-8
・レイ
・カイロ・レン（マスクなし）
・BB-9E
・ルーク・スカイウォーカー
・チューバッカ
・ポーグ
・フィン（ファースト・オーダー版）
・レイア・オーガナ
・ファースト・オーダー ストームトルーパー・

エクセキューショナー
・ポー・ダメロン
・プレトリアン・ガード（ヘビーブレード版）
・最高指導者スノーク
・キャプテン・ファズマ
・ファースト・オーダー フレームトルーパー
・ローズ
・DJ
・ファースト・オーダー スノートルーパー

■限定版
発売日 ： 2017年11月発売予定

（トイザらス限定は9月、劇場限定は12月発売予定）

ラインナップ（8種）
・劇場限定：チューバッカ（フロッキー版）
・トイザらス限定：ポーグ（フロッキー版）
・トイザらス限定：プレトリアン・ガード（ダブルブレード版）
・トイザらス限定：プレトリアン・ガード（ウィップ スタッフ版）
・ヨドバシカメラ限定：ポーグ（羽ばたき版）
・アピタ限定：カイロ・レン
・ヴィレッジヴァンガード限定：BB-9E（シルバーメッキ版）
・トイサピエンス限定：レジスタンス・ＢＢユニット

世界中で大人気の「POP!」シリーズに、
『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』がラインナップ！

～通常版＆限定版、あわせて全26種が登場！～

© & TM Lucasfilm Ltd.

【製品概要】

※限定製品は、一部店舗でのお取り扱いとなります。
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「ホットトイズ」とは？「ホットトイズ」とは？

ファンコ社がお贈りする、ちっちゃくてキュートなトレーディングフィギュア「ミステリー★ミニ」シリーズに、映画『スター・ウォーズ／最後のジェダ
イ』のシリーズ1がラインナップ。
キュートでユニークにデザインされた『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』のキャラクターたちを、頭がプルプル揺れる全高約6センチのミニ
フィギュアで立体化。ラインナップは、それぞれ15種。限定バージョンには、通常とは異なる3種類のレアキャラクターが入っています。パッ
ケージは、中に何が入っているか分からないワクワク感が楽しめるブラインドボックス仕様。
豊富なラインナップでついつい全種揃えたくなっちゃう「ミステリー★ミニ」シリーズは、手軽なコレクションとして最適です。

ファンコ 関連アイテム②

おすわり上手なぬいぐるみ
「プラッシーズ」シリーズ

世界中で大人気のファンコ社がお贈りする、ぬいぐるみ「プラッシーズ」
シリーズに、映画『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』がラインナップ。

『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』に登場するキャラクターを、キュート
にデフォルメしたぬいぐるみとして立体化。ラインナップは、レイ、ファース
ト・オーダー ストームトルーパー・エクセキューショナー、ポーグ（オレンジ
版）、ポーグ（ベージュ版）、BB-9E、レジスタンス・BBユニットの6種。

全高約15～20センチの本体は、柔らかくて触り心地の良いファブリッ
クを使用。おしりにビーンズが詰めてあるので、デスクや棚の小さなスペー
スにちょこんとおすわりした姿でカワイく飾ることができます。

何が出るかお楽しみ、
キュートなデフォルメフィギュア「ミステリー★ミニ」！

ラインナップが異なる、限定バージョンも！

【ミステリー★ミニ】『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』シリーズ１
価格 ： 各980円（税込）
サイズ ： 高さ約6センチ
発売日 ： 2017年11月発売予定（トイサピエンス限定バージョンは9月発売予定）
取扱店 ： ヴィレッジヴァンガード

ホットトイズ東京フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」www.toysapiens.jp ほか

通常バージョン
ヴィレッジヴァンガード
限定バージョン

トイサピエンス
限定バージョン

【プラッシーズ】『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』
価格 ： 各1,900円（税込）
サイズ ： 高さ約15～20センチ
発売日 ： 2017年11月発売予定
取扱店 ： ホットトイズ東京フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」www.toysapiens.jp ほか
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