
 

    2015 年 4 月 20 日 
 

トイザらスにおけるスター・ウォーズ商品のフラッグシップショップが 
お台場店、神戸ハーバーランド店に誕生！ 

日本トイザらス、『Destination Star Wars』を 4 月 25 日（土）オープン！！ 
「スター・ウォーズ展」のチケットが当たる SNS キャンペーンやオープン記念イベントも開催 

 
玩具とベビー用品の国内最大級の総合専門店である日本トイザらス株式会社（本社：神奈川県川崎市、以下： 

日本トイザらス）は、2015 年 12 月 18 日（金） シリーズ最新作 『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』の映画公開に

先駆け、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（本社：東京都目黒区）の協力のもと、「スター・ウォーズ」      

商品を集めたトイザらスのフラッグシップショップ『Destination Star Wars 』を、 4 月 25 日（土）に、            

「トイザらス・ベビーザらス お台場店」（東京都港区）及び「トイザらス・ベビーザらス 神戸ハーバーランド店」    

（兵庫県神戸市）にオープンいたします。また、「トイザらス・ベビーザらス オンラインストア」（www.toysrus.co.jp）  

では、『Destination Star Wars』のオンライン版としてバーチャルショップを展開しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
『Destination Star Wars』の概要 
『Destination Star Wars』では、トイザらスにおける「スター・ウォーズ」商品のフラッグシップショップとして、   

「スター・ウォーズ」ファンの方はもちろん、今まで映画をご覧になったことがない方にも楽しんでいただけるスペシャ

ルな売り場空間をご提供します。ライトセーバーやコスチューム、フィギュア、プラモデル、ブロックなどの玩具に加え、

雑貨、アパレルなど合計 200 種類以上（2015 年 4 月現在）の関連商品を取り揃え、他店のトイザらスでは入手不可

能な『Destination Star Wars』限定アイテムもご用意します。また、「スター・ウォーズ」の世界観を表現する売り場に

は、棚や壁面などに「スター・ウォーズ」のビジュアルをモチーフとした装飾を施し、50 インチの大型モニターで最新の

関連映像を放映します。さらに、レゴ®ブロックで制作した「ダース・ベイダー」（お台場店）や「キャプテンレックス」   

（神戸ハーバーランド店）の大型モニュメントを設置するほか、ディズニーに所属するクリエイターが手掛けるストーム

トルーパー・ヘルメットアート 5 点を期間限定でお台場店に展示します。 
 
この他にも、同日 4月 25日（土）に沖縄県に新規出店する「トイザらス・ベビーザらス 沖縄ライカム店」に合わせて、

同店及び「トイザらス・ベビーザらス  那覇新都心店」においても、「スター・ウォーズ」商品の専門コーナーを     

導入します。 

『Destination Star Wars』 （イメージ） 

©&TM Lucasfilm Ltd. 
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『Destination Star Wars』バーチャルショップの概要 

「 トイザらス ・ベビーザらス  オンラインストア 」では、

『 Destination Star Wars 』 の バ ー チ ャ ル シ ョ ッ プ

（www.toysrus.co.jp/f/CSfStarwars.jsp）を展開しています。実店

舗と同様に、「スター・ウォーズ」商品を幅広い品揃えでご用意し、

お客様は、「フィギュア」「ライトセーバー」といったカテゴリーごと

に、お探しの商品を簡単にお選びいただくことができます。劇中

のシーンを彷彿させるページデザインや『スター・ウォーズ 反乱

者たち』の映像放映、新商品・人気商品の最新情報など、見てい

るだけでワクワクするようなエンターテインメント性に溢れるコンテ

ンツをご用意します。今後も映画公開に向けて、サイトの充実化

を継続的に図っていきます。 
 
 日本トイザらスは、「スター・ウォーズ・イヤー」となる 2015 年、玩具における国内最大級の「スター・ウォーズ」商品

のリテーラーとして、順次、商品ラインナップを拡大してまいります。 

 
『Destination Star Wars』取扱い商品例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※： 各商品の発売日や価格等は、予告なく変更になる場合があります。 
 
 

『Destination Star Wars』バーチャルショップ （イメージ） 

スター・ウォーズ ライトセーバー 各種 
1,834 円～7,558 円（税込）※ 
※: 2015 年 4 月現在 
 

レゴ®スター・ウォーズ 75082  
インクイジター／レゴジャパン 
5,398 円（税込）  
 

スター・ウォーズ リアルサイズ ヨーダ／ 
タカラトミーアーツ 32,398 円（税込） 
4/23 発売 
 
 

1/48 X ウイング・スターファイター  
ムービングエディション／バンダイ 
7,882 円（税込） 4/25 発売  

ダース・ベイダー3D デコライト／ 
ショップジャパン 5,290 円（税込）  
4/下旬発売 

スター・ウォーズ 半袖カバーオール各種／ 
タキヒヨー 各 1,834 円（税込） 4/24 発売 

©T-ARTS © LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©&TM Lucasfilm Ltd. 

※ライトセーバーの一例 

※カバーオールの一例 

http://www.toysrus.co.jp/f/CSfStarwars.jsp
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「スター・ウォーズ展 未来へつづく、創造のビジョン。」のチケットが当たる☆SNS キャンペーン開催！ 
『Destination Star Wars』のオープンを記念して、トイザらス公式ツイッター及びフェイスブックにおいて、4 月 29 日

（水・祝）から六本木ヒルズ展望台 東京シティビュー内スカイギャラリーで開催される「スター・ウォーズ展 未来へつ

づく、創造のビジョン。」のチケットが当たるキャンペーンを開催します。4 月 20日（月）から 4 月 29日（水・祝）の期間

中、ご応募いただいた方の中から、抽選で合計 250 組 500 名様にペアチケットをプレゼントします。 
 

■応募期間： 2015 年 4 月 20 日（月）12：00～4 月 29 日（水・祝）23：59 
■応募方法：  
 トイザらス公式ツイッター（twitter.com/toysrus_jp）からのご応募 

@TOYSRUS_JP をフォローして、対象ツイートをリツイートしてご応募ください。 
 トイザらス公式フェイスブック（facebook.com/toysrusjp）からのご応募 

対象の投稿のコメント欄に「スター・ウォーズに関する感想」を記入してご応募ください。 
■当選発表： 2015 年 5 月 1 日（金）  

厳正なる抽選の上、当選者を決定し、当選者の方にはツイッターのダイレクトメールまたは      

フェイスブックのコメント欄にてご案内を送らせていただきます。 
※： キャンペーン詳細は、HP（www.toysrus.co.jp/f/CSfStarwarscpn_201504.jsp）にてご確認いただけます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お台場店・神戸ハーバーランド店限定！「スター・ウォーズ」イベント情報 
■『Destination Star Wars』お台場店にスター・ウォーズのキャラクターが登場！！ 
開催日時： 2015 年 4 月 25 日（土）11：30～12：00 ＜30 分間＞ 
開催場所： トイザらス・ベビーザらス お台場店  
開催内容： 4 月 25 日（土）にオープンする『Destination Star Wars』を記念して、「ダース・

ベイダー」と「ストームトルーパー」がお台場店に登場する予定です。当日は、

キャタクター達と一緒に記念撮影をお楽しみいただけます。（整理券配布予定） 
 
■「May the 4th（メイ・ザ・フォース＝5 月 4 日）」イベント 
劇中の名台詞「May the Force be with you（メイ・ザ・フォース・  

ビー・ウィズ・ユー＝フォースと共にあらんことを）」の「May the 4th
  

（メイ・ザ・フォース＝5 月 4 日）」をかけた語呂合わせから制定された

「スター・ウォーズの日」※を祝して、5 月 3 日（日）、4 日（月・祝）の両日、 

アクアシティお台場、神戸ハーバーランド umie の 2 会場にて、「ライト

セーバー」を使用した体験イベントを開催します。また、「スター・ウォー

ズ」に登場するキャラクターのコスチュームを着用して写真を撮影いた

だくこともできます。 
 
 
 

フォトパネル （イメージ） 

「スター・ウォーズ展 未来へつづく、創造のビジョン。」 
会期： 2015 年 4 月 29 日（水・祝）～6 月 28 日（日）※会期中無休 
     10 時～22 時（入館は閉館の 30 分前まで） 
会場： 六本木ヒルズ展望台 東京シティビュー内スカイギャラリー 

（六本木ヒルズ 森タワー52 階） 
主催： 森アーツセンター（東京シティビュー）、NHK プロモーション 
特別協力： ウォルト・ディズニー・ジャパン 
協力： 全日本空輸、日本貨物航空 
協力（東京展）： カラーキネティクス・ジャパン 
公式サイト： www.roppongihills.com/tcv/jp/sw-visions/ 

 

※： 一般社団法人日本記念日協会認定 

©&TM Lucasfilm Ltd. 

イベントの様子 （イメージ） 

http://www.twitter.com/toysrus_jp
http://facebook.com/toysrusjp
http://www.toysrus.co.jp/f/CSfStarwarscpn_201504.jsp
http://www.roppongihills.com/tcv/jp/sw-visions/
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＜報道関係者のお問い合わせ先＞ 
 

日本トイザらス株式会社 広報室      【 T E L 】 044-549-9072      
【E-Mail 】 pr-japan@toysrus.com 

 
 
            

 
 
 

■「スター・ウォーズ」の非売品グッズが貰える購入特典 
4 月 29 日（水・祝）～5 月 8 日（金）の期間中、お台場店で「スター・ウォーズ」商品を

1,000 円以上（税抜）ご購入いただいた方を対象として、毎日先着 300 名様に「スター・  

ウォーズ」のキャラクターデザインのマグネット（非売品）をプレゼントします。また、神戸  

ハーバーランド店では、「スター・ウォーズの日」である 5 月 4日（月・祝）に、「スター・ウォー

ズ」商品を 1 点以上お買い上げいただいた方先着 300 名様に、オリジナルピンバッジ  

（非売品）をプレゼントします。 
 
※： 各イベント及び購入特典の詳細は、後日 HP（www2.toysrus.co.jp/store/event/）にてご確認いただけます。 
 
今回の発表にともない、日本トイザらス マーチャンダイズ本部、マーケティング本部、e コマース本部統括本部長

のマーク・ゴダードは次のように述べています。「この度、お台場店と神戸ハーバーランド店に『Destination Star 
Wars』をオープンできることを大変嬉しく思います。トイザラス・グループにとって、「スター・ウォーズ」は、各国共通の

今年最もエキサイティングなコンテンツの一つです。当社は、玩具を中心とした「スター・ウォーズ」商品のナンバーワ

ンのリテーラーとして、映画公開に向けた今後数ヵ月間、継続的に商品の品揃えや売り場演出を強化していきます。

また、この他にも、たくさんの斬新なプランを計画しておりますので、近い将来、皆様に発表できることを心より楽しみ

にしております」。 
 
※： 『Destination Star Wars』の概要、各種イベント、キャンペーンなどは、予告なく変更になる場合があります。 
 
＜日本トイザらス株式会社について＞ 
トイザラス・インクを親会社にもつ日本トイザらスは、日本において、約 7,000 人の従業員を擁しています。全国 162 店舗     

（4 月 20 日現在）の「トイザらス」「ベビーザらス」、「トイザらス・ベビーザらス オンラインストア」（www.toysrus.co.jp）を運営し、

国内外の信頼できるメーカーの質の高い商品をご提供しております。 
 
日本トイザらス株式会社             www.toysrus.co.jp/truj 
トイザらス・ベビーザらス 店舗情報      www2.toysrus.co.jp/store 
トイザらス・ベビーザらス公式 Facebook  facebook.com/toysrusjp / facebook.com/babiesrusjp 
トイザらス・ベビーザらス公式 Twitter     twitter.com/toysrus_jp / twitter.com/babiesrus_jp 
 
＜トイザラス・インクについて＞ 
トイザラス･インクは世界各国の「トイザラス」や「ベビーザラス」などをとおして他社とは異なるショッピング体験をご提供する、世界

有数の玩具・ベビー用品の総合専門店です。現在、全米とプエルトリコで 872 店舗の「トイザラス」、「ベビーザラス」を展開し、海

外においては、36 の国と地域で直営店を 725 店舗以上、ライセンスストアを 235 店舗以上展開しています。また、格式ある FAO 
Schwarzブランドを独占的に運営し、ニューヨーク 5番街にある同ブランドのフラッグシップストア（旗艦店）では品質の良い玩具を

ご提供しています。E コマースでは、Toysrus.com、Babiesrus.com、eToys.com、FAO.comといったインターネット通販サイトを

運営し、幅広い品揃えで当社ならではの玩具とベビー用品をご提供しています。トイザラス･インクは、米国ニュージャージー州 

ウェインに本社を置き、世界中に毎年約 70,000 人の従業員を擁しています。お子様の安全を守り、支援する取組みを随時ご提

供し、お客様から信頼される身近なお店として地域社会に貢献してまいります。 
 
 
※： 「トイザらス」「ベビーザらス」という表記は日本国内の社名および店舗名のみに使用し、日本以外の世界各国における社名や店舗名は   

「トイザラス」「ベビーザラス」と全てカタカナ表記になります。 
 
 

ピンバッジ （イメージ） 

©&TM Lucasfilm Ltd. 

mailto:pr-japan@toysrus.com
http://www2.toysrus.co.jp/store/event/
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