NEWS RELEASE
株式会社大塚家具
〒135-8071 東京都江東区有明3丁目6番11号
東京ファッションタウンビル東館
TEL03-5530-4321(代) FAX03-5530-5550

報道関係者各位
2016年11月2日

『ローグ・ワン／
ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』
スター・ウォーズ・ストーリー』
日本初登場の
ホームコレクションが
ンが続々登場
続々登場！
日本初登場
のホームコレクショ
ンが
続々登場
！
「スター・
スター・ウォーズ」
ウォーズ」デザイン商品
デザイン商品の
商品の限定販売商品や
限定販売商品や先行販売
先行販売商品
販売商品を
商品を多数販売開始。
多数販売開始。
期間限定
期間限定「STAR

WARS/
WARS/PREMIUM HOME COLLECTION 2016」
2016」

11月
11月５ 日(土) ＩＤＣ大塚家具
ＩＤＣ大塚家具 新宿ショールーム
新宿ショールーム内
ショールーム内にオープン
総合インテリア販売の株式会社大塚家具（本社：東京都江東区、代表取締役社長:大塚久美子）は、12月16日（金）
に全世界同時公開する映画『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』の公開を目前に控えた11月５日（土）よ
り、「スター・ウォーズ」の世界観を満喫できる多彩なデザイン商品と大塚家具が世界から厳選した本格的インテリア
を取り揃えた期間限定ポップアップコーナー「STAR WARS / PREMIUM HOME COLLECTION 2016 by IDC OTSUKA」
をIDC OTSUKA 新宿ショールーム内にオープンいたします。 ※2017年1月初旬までの期間限定ストアとして展開。

限定販売
販売
「STAR WARS / PREMIUM HOME COLLECTION 2016」では、 “ここでのみ買
ここでのみ買える”
える” 最新アートを用いた限定
限定
クッション12
クッション12種
12種、信楽焼や山中塗り、美濃焼などの日本の伝統工芸各産地とコラボレーションした陶磁器や漆器のコレ
クションなど、「スター・ウォーズ」の人気キャラクターや最新作のキャラクターをデザインした多彩
多彩なホームコレク
多彩なホームコレク
ションおよび関連商品
ションおよび関連商品300
関連商品300種以上
300種以上を展示・販売します。
種以上
さらに、2015年7月より販売開始し、大人気を博したルーカスフィルム公式ライセンス商品「浮世絵 スター・ウォー
ズ」の第2弾が一年の時を経て登場します。単品販売2種は各100部限定、3作品コンプリートセットは100セット限定で
販売される非常に稀少な新たな「浮世絵」を
特別展示し、11月16日（水）より、単品各10部限定、
コンプリートセット10セット限定で予約販売を開始
いたします。
期間中は新宿ショールーム店内に、『ローグ・ワン／
スター・ウォーズ・ストーリー』に登場する注目のキャ
ラクター「
「デス・トルーパー」
デス・トルーパー」の稀少なフィギュアも
稀少なフィギュアも特別
なフィギュアも特別
展示。壮大な物語性と、銀河宇宙を舞台にした広大な世
展示
界観、魅力あふれるキャラクターのプレミアムな商品、
大塚家具が取り扱うインテリアによるストア空間は、コ
レクターをはじめ、幅広いファンのこころを捉えるスタ
ー・ウォーズの世界観を体感いただけます。

（左）浮世絵 星間大戦絵巻「暗黒卿 堕悪巣矇 娄 （Darth Maul）」
（右）大塚家具限定販売クッション
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＜ 「STAR WARS / PREMIUM HOME COLLECTION」
COLLECTION」取扱い
取扱い商品概要 ＞
日本初登場のホームコレクションが
日本初登場のホームコレクションが続々登場
のホームコレクションが続々登場。
続々登場。
限定＆
限定＆先行販売商品など
先行販売商品など、「
など、「スター・ウォーズ
、「スター・ウォーズ」
スター・ウォーズ」の関連商品を
関連商品を300種以上展示
300種以上展示・
種以上展示・販売
１）「スター・ウォーズ
）「スター・ウォーズ」
スター・ウォーズ」の世界観が
世界観が堪能できる
堪能できるコンセプトルーム
できるコンセプトルーム＆
コンセプトルーム＆フォトスポット！
フォトスポット！
コレクターをはじめ、「スター・ウォーズ」初心者でもこころ惹かれる「スター・ウォーズ」の世界観が体感できる
コンセプトルームを新宿ショールームウィンドースペースに展開。「スター・ウォーズ」の世界観を満喫できる多彩な
デザイン商品とＩＤＣ大塚家具が世界から厳選した本格的インテリアによるコンセプトルームを体感いただけます。ま
た、期間中、『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』に登場する注目のキャラクター「
「デス・トルーパー」
デス・トルーパー」
の稀少な
稀少なフィギュアも
フィギュアも特別展示
ギュアも特別展示。
特別展示。フォトスポットとしてもお楽
フォトスポットとしてもお楽しみいただけます。
しみいただけます。

２）「スター・ウォーズ」
スター・ウォーズ」浮世絵第２
浮世絵第２弾を数量限定で
数量限定で発売決定！
発売決定！
2015年7月より販売開始し、大人気を博したルーカスフィルム公式ライセンス商品「浮世絵 スター・ウォーズ」の第
2弾が一年の時を経て登場いたします！
日本の伝統技能を駆使した本物の木版画浮世絵で「スター・ウォーズ」の世界を表現、絵師による完全オリジナル原
画を作成、新たなキャラクターとビークルを、新たな構図を用い、現在日本で活動中の彫師、摺師によって製作いたし
ました。
更に今回は、 国指定重要無形文化財保持者（人間国宝）の、九代目・岩野 市兵衛（いわのいちべえ）氏によって作
られた越前和紙を使用した完全数量限定品です。
3作品コンプリートセットは100セット限定のうち10セット、単品「暗黒卿 堕悪巣矇娄（Darth Maul）」と「 摸巴怖獲
賭（Boba Fett）」は各100枚限定のうち各10枚を大塚家具にて限定販売いたします。
「千年飛鷹流水図（Millennium Falcon）」はセット販売のみの超レア作品です。
予約開始は2016年11月16日（水）より、
リズムフォースHP http://dentoistradition.com/
IDC大塚家具 新宿ショールーム 店頭にてご予約受付。（2016年10月末日現在）

「暗黒卿

星間大戦絵巻
星間大戦絵巻
堕悪巣矇 娄 （Darth Maul）」 「摸巴怖獲賭（Boba Fett）」

星間大戦絵巻
「千年飛鷹流水図（Millennium Falcon）」
※セット販売のみ

総製作数
暗黒卿 堕悪巣矇娄 Ukiyo-e Star Wars Darth Maul
200部
摸巴怖獲賭
Ukiyo-e Star Wars Boba Fett
200部
千年飛鷹流水図
Ukiyo-e Star Wars Millennium Falcon (only included in complete set)

100部

発売元：株式会社ラナ/販売元：リズムフォース
【予約開始】2016年11月16日（水）
【発売】2016年12月下旬予定
【販売価格】単品各50,000円（税別）／3作品セット150,000円（税別）
【サイズ】縦約390～410mm×横275mm
※現在の用紙サイズでいうA3（縦420mm×横297mm）より多少小さいサイズです。
※作品によって若干ですが絵柄のサイズに差異がございます。
※作品にはナンバリングや彫師、摺師名が入る予定です。
©&™Lucasfilm Ltd.

2

３）
）最新アートをデザインした
最新アートをデザインした大塚家具限定
アートをデザインした大塚家具限定クッション
大塚家具限定クッション１２
クッション１２種
１２種販売開始
『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』の最新作のキャラクターや、「スター・ウォーズ」の人気キャラク
ターをデザインした大塚家具限定販売
大塚家具限定販売の
大塚家具限定販売のクッション12
クッション12種
12種を販売開始します
販売開始します。
します。
45cm角クッションカバー 各3,000円（税別）

４）日本の
日本の伝統工芸各産地で
伝統工芸各産地で生産した
生産した最新
した最新コレクションを
最新コレクションを販売
コレクションを販売
山中塗の三段重や半月盆、蓋付椀などの漆器や、信楽焼のタンブラーやそば猪口、美濃焼の小皿4枚セットや組麺鉢を
はじめ、大塚家具先行販売となるお盆や美濃焼のマグカップやスクエアプレートなど、最新アートによる多彩なコレク
ションを販売いたします。

美濃焼（染付）小皿4枚組 美濃焼（染付）箸置6コ組
2,500円（税別）
3,000円（税別）

山中塗 お重
10,000円（税別）

山中塗 蓋付椀 全4種
各3,000円（税別）

美濃焼（染付）そば猪口4コ組
4,000円（税別）

お盆 33㎝丸 全5種
各6,000円（税別）

美濃焼（染付）組麺鉢
各3,500円（税別）

信楽焼 タンブラーＬ全2種
各3,800円（税別）11/21より販売
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５）様々な
様々な最新ホームコレクションが
最新ホームコレクションが充実
ホームコレクションが充実！
充実！
昨年人気を博したラグやチェアマットの新作をはじめ、「スター・ウォーズ」の人気キャラクターをデザインしたダイ
カットクッションやタオル各種、ティッシュＢＯＸカバー、スリッパなど多彩なラインナップを展示販売。

画像待ち

マット 45×60㎝ 各3,000円（税別）

スリッパ

チェアパット 各1,500円（税別） 11/19より販売

各2,000円（税別）11/19より販売

ティッシュBOXカバー 各2,000円（税別）11/19より販売

©&™Lucasfilm Ltd.

■新宿ショールーム
新宿ショールーム概要
ショールーム概要
名称

IDC大塚家具 新宿ショールーム

所在地

東京都新宿区新宿3-33-1

ＴＥＬ

03-5379-4321

営業時間

10：30～20：00

定休日

無休(年末年始を除く)

店舗面積

約13,600㎡

ＵＲＬ

http://www.idc-otsuka.jp/showroom/shinjuku/
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