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2016年もあらゆるシーンで楽しめる
5月4日「スター・ウォーズの日（May the 4th）」
「スター・ウォーズ／フォースの覚醒」MovieNEXいよいよ発売、
渋谷では＜STAR WARS DAY スペシャル・イベント＞開催
同作品のTSUM TSUMも世界最速で登場
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：ポール・キャンドランド）は、5 月 4 日「スタ
ー・ウォーズの日」*に、世界中で大ヒットを記録した映画「スター・ウォーズ／フォースの覚醒」MovieNEX を発売、また、
ディズニーストアでは BB-8 をはじめ、同作に登場するキャラクターの TSUM TSUM 全 9 種類を世界最速で発売すること
を決定いたしました。その他にも、メーカー各社から関連商品の発売、スター・ウォーズ公式サイト
（http://starwars-jp.com）では“＜スター・ウォーズの日＞を祝う 10 の方法”と題し、「スター・ウォーズの日」の楽しみ方を
ご提案いたします。5 月 4 日当日は、さまざまなイベントが渋谷を中心に実施されるなど、今年もあらゆるシーンで盛り上が
る「スター・ウォーズの日」（#スターウォーズの日）にご期待下さい。
＊「スター・ウォーズの日」とは
毎年 5 月 4 日は Star Wars Day として、映画「スター・ウォーズ」の世界中のファンがスター・
ウォーズの文化を祝い、映画を称える日として、日本記念日協会に認定されました。
由来は、劇中の名台詞”May the Force be with you.（フォースと共にあらんことを。）”の
May the Force と May the 4th （5 月 4 日）をかけた語呂合わせから来ています。

【お家で楽しむ「スター・ウォーズの日」】
「スター・ウォーズ／フォースの覚醒」MovieNEX が発売となる 5 月 4 日「スター・ウォーズの日」は、世界最速発売となる
同作の TSUM TSUM やスター・ウォーズ商品とともに、Dlife のこの日しか見られないシリーズ関連作品を含む特別編成、
ディズニーXD「スター・ウォーズ 反乱者たち シーズン 2」の最新エピソード日本独占初放送をお楽しみいただきながら、
ご家族、ご友人とスター・ウォーズ パーティを開催してはいかがでしょうか。

初めて明かされる制作秘話などのボーナスコンテンツも付いた MovieNEX 発売開始
BB-8 のアウター・ケース付きの初回限定版のほか、「スター・ウォーズ／フォースの覚醒」の
MovieNEX はもちろん、カイロ・レンのベーシック・フィギュアや、スター・ウォーズ SPECIAL
GUIDE BOOK などが同梱された『プレミアム BOX』（数量限定）も 5 月 4 日より発売、ブルーレ
イ、DVD のレンタルも開始いたします。また、MovieNEX 発売に先駆けて 4 月 27 日よりデジタル
配信も開始いたします。

「スター・ウォーズ／フォースの覚醒」TSUM TSUM が世界初登場

SW ブラック・パッケージ BB-8〈アウター・ケース付き〉
初回限定版 4,200 円（税別）
ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン

ディズニーストアでは、「スター・ウォーズ／フォースの覚醒」に登場するキャラクターの TSUM TSUM が世界で初めて発
売されます。ラインナップは新ヒロインのレイやドロイドの BB-8、悪役として登場するカイロ・レンなど全 9 種類（BB-8/レイ①/
レイ②/キャプテン・ファズマ/カイロ・レン/フィン①/フィン②/ストームトルーパー/ポー・ダメロン）。カイロ・レンは赤い十字のラ
イトセーバーを持つなど、細部までキャラクターの特徴を表現し、こだわりが詰まっています。また、スター・ウォーズ女子の
ためのかわいい BB-8 商品も豊富に登場します。

TSUM TSUM S サイズ 各 600 円（税別）
ディズニーストア

多機種対応 スマホケース・カバー BB-8
3,500 円（税別）/ディズニーストア

※品切れの際はご了承ください。※商品のデザイン、価格、発売日、仕様は変更になる場合がございます。

ポーチ・小物入れ 2,000 円（税別）
ディズニーストア
© & TM Lucasfilm Ltd.
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パーティでゲームとしても楽しめる絵本「ウーキーを探せ！」が登場
スター・ウォーズ エピソードの 15 の名場面で構成された「Star Wars ウーキーを探せ！」が 4 月 20 日
に発売。細かい部分までぎっしり描きこまれた絵本の中からみんなでウーキーを探して、スター・ウォーズ
パーティを盛り上げましょう。
「Star Wars ウーキーを探せ！」
2,200 円（税別）/株式会社講談社
© & TM 2016 Lucasfilm Ltd.

Dlife（ディーライフ）、ディズニーXD もスター・ウォーズ関連番組が盛り沢山
5 月 4 日は TV 放送もスター・ウォーズ尽くしになります。全国無料の BS テレビ局・Dlife（ディーライフ）では、「スター・ウォ
ーズ エピソード 5／帝国の逆襲」を放送する他、スター・ウォーズシリーズを手掛ける VFX スタジオ ILM の秘密に迫ったド
キュメンタリーをはじめ、この日にしか見ることのできないシリーズ関連作品放送など、スター・ウォーズ特別編成でお届け
します。
ディズニーXD では、話題沸騰中の TV アニメーション・シリーズ「スター・ウォーズ 反乱者たち シーズン 2」から、レイア姫
が登場する最新エピソードを日本独占放送。さらに、この放送直後には第 1 話から第 11 話までを一気に放送、見逃してし
まった人も見直せるチャンスです。
Dlife（ディーライフ）
「スター・ウォーズ エピソード 5／帝国の逆襲」
5 月 4 日（水・祝）19：00～21：15
TM & © 2016 Lucasfilm Ltd. All rights reserved.
under authorization.

Used

ディズニーXD「スター・ウォーズ 反乱者たち シーズン２」新エピソード
5 月 4 日（水・祝）13：00～13：30 他
特別編成「新作出撃！スター・ウォーズ 反乱者たち シーズン 2 大放送」
5 月 4 日（水・祝）13：00～19:30
TM & © Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved

【昼は渋谷、夜は横浜へ！イベントで楽しむ「スター・ウォーズの日」】
「スター・ウォーズの日」を記念して、各地ではイベントが開催されます。昼間は渋谷でファンイベントや特別展示、夜は横
浜で１８０度体感型プロジェクションマッピングを観賞するなど、一日を通してさまざまなイベントをお楽しみいただけます。

渋谷では、ファンイベントやスター・ウォーズの TSUM TSUM の巨大なディスプレイが登場
渋谷パルコ劇場では、「スター・ウォーズ／フォースの覚醒」MovieNEX 発売記念
“MAY THE 4TH” STAR WARS DAY スペシャル・イベントを開催。この様子は LINE
LIVE で生中継いたします（予定）。また、渋谷 PARCO 前の広場では、同日のみ限定
でスター・ウォーズの巨大な TSUM TSUM のディスプレイが登場。さらに同館 1 階・8
階では、4 月 28 日から 5 月 5 日の期間「スター・ウォーズ／フォースの覚醒」のオブジ
ェやパネルを特別展示。その他、TOKYO FM 渋谷スペイン坂スタジオより、「スター・ウ
「 ス タ ー ・ ウ ォー ズ ／フ ォー ス の 覚 醒 」
ォーズ」の話題が目白押しの特別番組「TOKYO FM HOLIDAY SPECIAL
MovieNEX 発売記念
MAY THE 4TH BE WITH YOU」を 7 時間半生放送します。
“MAY THE 4TH”
STAR WARS DAY スペシャル・イベント

※イベントおよび、展示に関しては変更、または中止する場合がございますのでご了承ください。

渋谷周辺のお店でも大規模展開
タワーレコード渋谷店、SHIBUYA TSUTAYA では、「スター・ウォーズ／フォースの覚醒」MovieNEX の特別な店頭デ
ィスプレイ、渋谷ロフト、キデイランド原宿店、ディズニーストア渋谷公園通り店などは、幅広いスター・ウォーズ商品を集
めた特別コーナーを設置、渋谷全体で「スター・ウォーズの日」を盛り上げます。
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横浜では１８０度体感型プロジェクションマッピングを上映
横浜ランドマークタワー ドックヤードガーデンでは、4 月 29 日から 5 月 8 日の期間、
１８０度体感型プロジェクションマッピング『スター・ウォーズ 果てしなき銀河の旅』
をリバイバル上映します。迫力とスケール感に満ちたオリジナル映像を、かつて造
船所のドックであった船形の形状を活かした高さ約１０ｍ・横幅約２９ｍの会場で
お楽しみいただけます。
■日程：４月２９日（金・祝）～５月８日（日）
■時間：１９:００～、１９:４０～、２０:２０～、２１:００～、２１:４０～
※上映時間は１回につき約６分間です
※上映回数等変更する場合がございます
『スター・ウォーズ 果てしなき銀河の旅』 イメージ図

※観覧には整理券が必要です。（各回 500 名）
・発券場所：横浜ランドマークタワー３F スカイガーデン入口
・発券時間：10:00～無くなり次第終了（各上映時間の 40 分前まで）

【ピクニックや旅行などお出掛けで楽しむ「スター・ウォーズの日」】
ゴールデンウィークのお出かけをより一層楽しめるスター・ウォーズグッズも続々登場します。スケーターからは「スター・ウ
ォーズ／フォースの覚醒」のかわいいアートを使用したランチボックスや水筒が 5 月 4 日より発売。ピクニックにぴったりの
スター・ウォーズアイテムです。旅行に出かける予定の方には、シフレから発売中のスター・ウォーズスーツケースもおすす
めです。

（左）
「スター・ウォーズ／フォースの覚醒」
食洗機対応タイトランチボックス小判(中子付)
1,450 円（税抜）/スケーター株式会社
（右）
「スター・ウォーズ／フォースの覚醒」
食洗機対応直飲みプラワンタッチボトル
1,400 円（税抜）/スケーター株式会社
共にスケーター株式会社

ハピタス®スター・ウォーズ
拡張式機内持込スーツケース
/15,000 円（税別）
株式会社シフレ

【公式サイトで知ろう！10 の方法で楽しむ「スター・ウォーズの日」】
スター・ウォーズ公式サイト内の特集ページ（http://starwars-jp.com/mt4）では“＜スター・ウォーズの日＞を祝う 10 の方
法”と題し、「スター・ウォーズの日」のさまざまな楽しみ方をご提案しています。ここではその中から２つ、「スター・ウォーズ
の日」にぴったりな楽しみ方をご紹介します。
#01 ドレスアップしよう
お気に入りのスター・ウォーズ T シャツやネイルなどで、「スター・ウォーズの日」をお楽しみいただくのはいかがでしょうか。
ユニクロからは、お洒落なスター・ウォーズデザインの T シャツが豊富に登場。好きなキャラクターの T シャツを着て、盛り
上がりましょう。ネイルズユニークオブジャパンでは、スター・ウォーズの世界観を再現したネイルアートを 5 月 1 日よりお楽
しみいただけます。女性にも人気の BB-8 のデザインアートなど、ネイルを眺めるたびについ笑顔になってしまうこと請け合
いです。他にも、ジェリッシュやベースジェル、トップジェルが揃うキットや、手軽に楽しめるアートシールにも、スター・ウォー
ズデザインが登場します。

ＭＥＮ スター・ウォーズ グラフィック T
1,500 円（税別）/株式会社ユニクロ

“スター・ウォーズ”デザインネイルアート
『ファンタジー・ビーム』
10,800 円（税込）/株式会社ネイルズユニークオブジャパン
※ネイルケア付ジェルネイルデザインです。
ハンド or フットいずれかをお選びいただけます
© & TM Lucasfilm Ltd.
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＃05 記念に残るものを作ってみよう
スター・ウォーズのお気に入りアイテムやキャラクターを手作りして、フォースを体感するの
はいかがでしょうか。キッズコーナー（http://kids.disney.co.jp）では、ライトセーバーのペ
ーパークラフトや粘土でできるヨーダ、しおりなどの作り方を紹介しています。

© & TM Lucasfilm Ltd.

【スター・ウォーズ関連作 DVD&デジタル配信も続々登場！】
「スター・ウォーズ」の“クローン戦争”を舞台にした新たな物語で、「スター・ウォーズ：クローン・ウォーズ」の幻のシーズン「ス
ター・ウォーズ：クローン・ウォーズ＜ファイナル・シーズン／ザ・ロスト・ミッション＞」が DVD とデジタル配信で好評発売中、
また、ディズニーXD や Dlife でも好評放送中の TV アニメーション・シリーズ「スター・ウォーズ 反乱者たち」のシーズン１
DVD とデジタル配信は 5 月 18 日発売。そして、スター・ウォーズがかわいいレゴになった「LEGO スター・ウォーズ／ドロイ
ド・テイルズ」、「LEGO スター・ウォーズ／ニュー・ヨーダ・クロニクル」の DVD とデジタル配信は 8 月 10 日発売と、関連作
の DVD とデジタル配信も続々登場します。「スター・ウォーズ／フォースの覚醒」MovieNEX と一緒に、是非お楽しみ下さ
い！

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社について
ザ・ウォルト・ディズニー・カンパニー（米国本社）は、1959 年に現地日本法人を設立し、日本市場に本格参入しました。
2000 年 4 月に日本国内の複数の関連子会社を統合、2002 年 8 月にウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社に社名変
更し、ディズニーのビジネスを日本で管轄しています。米国本社のメディア・ネットワーク、パーク＆リゾート、スタジオ・エン
ターテイメント、コンシューマ・プロダクツ、インタラクティブ・グループという 5 つのセグメントで相互に"シナジー"（相乗効果）
を高めながら、多角的に事業を展開しています。

