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ミッキーマウス誕生記念「Disney
ミッキーマウス誕生記念「Disney Mickey Beyond Imagination」
Imagination」
『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』
スター・ウォーズ／最後のジェダイ』公開記念
11月
11月18日（土）より
18日（土）より 大塚家具 新宿ショールーム・大阪南港ショールームにて
新宿ショールーム・大阪南港ショールームにて

期間限定スペシャルショップが同時オープン
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、
この度、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（以下、ディズニー）の協力のもと、2017年11月18
日（土）から2018年1月28日（日）の期間中、ミッキーマウス誕生記念「Disney Mickey Beyond
Imagination」と『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』公開記念企画として、期間限定スペシャル
ショップを大塚家具新宿および大阪南港ショールーム内に同時オープンいたします。
ミッキーマウス誕生記念「Disney Mickey Beyond Imagination」のコーナーでは、最新ホームコレク
ションの先行予約販売品や、様々な日本の伝統工芸の産地によるミッキーデザイン商品、最新のラグや
カーテンのコレクションなど、多彩なホームコレクション130種以上を展示販売します。
さらに、ディズニーが実施するMyDisneyスタンプラリー企画として、店頭でMyDisneyアプリを利用
してチェックインすると大塚家具限定デザインのミッキーマウスのスタンプがもらえるキャンペーンや、
「Disney Mickey Beyond Imagination」のロゴをMyDisneyアプリのARカメラでかざすと特別なアニメー
ションが楽しめるキャンペーンをはじめ、期間中ここでしか出会えない1936年に公開された短編映画作
品『ミッキーの夢物語』に登場したミッキーマウス立体像の特別展示（新宿ショールーム限定）、記念
撮影用スポットの展開、ミッキーマウスに関するお気に入りを撮影してインスタグラムやツイッターで
投稿すると、抽選で素敵なプレゼントがもらえるキャンペーンも実施いたします。
2015年公開の『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』、2016年公開の『ローグ・ワン／スター・
ウォーズ・ストーリー』の公開記念で実施して好評をえた期間限定ショップの第3弾として展開する
『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』公開記念「STAR WARS/PREMIUM HOME COLLECTION
2017」では、最新デザインの大塚家具限定販売クッションカバー全6種を販売開始するほか、人気のラ
グやカーテンコレクション最新商品、日本伝統工芸の産地によるコレクションの最新作など、最新デザ
イン商品を中心にスター・ウォーズデザイン商品150種以上を一堂に取り揃え、展示販売いたします。
さらに、人気キャラクター「ストームトルーパー」の等身大フィギュアを特別展示（新宿・大阪南港
ショールーム）、壮大な物語性と、銀河宇宙を舞台にした広大な世界観、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、フォトスポットとしてもお楽
しみいただけます。コレクターはもちろん、世代を越えた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心ゆくまでお楽しみいただけます。

写真はイメージです。
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＜ミッキーマウス誕生記念
ミッキーマウス誕生記念「
誕生記念「Disney Mickey Beyond Imagination」
Imagination」スペシャルショップ概要
スペシャルショップ概要＞
概要＞
１）ミッキーマウス誕生記念
ミッキーマウス誕生記念「
誕生記念「Disney Mickey Beyond Imagination」
Imagination」
最新ホームコレクションを
最新ホームコレクションを中心
ホームコレクションを中心に
中心に、稀少な
稀少な商品を
商品を展示販売
○ミッキーマウス誕生記念「Disney Mickey Beyond Imagination」
ここでしか見れない最新ホームコレクションを先行予約販売。
○美濃焼、九谷焼、江戸切子など、さまざまな日本の伝統工芸
の産地によるコレクションを厳選して展示販売。
○最新のミッキーマウスデザインのカーテン、ラグコレクショ
ンを展示販売。
○他にも、クッションやタオル、マグカップ、ストレージボックス
など多彩なホームコレクションを取り揃えます。
photo : Norio Kidera

２）「Disney
）「Disney Mickey Beyond Imagination」
Imagination」コーナーに来店
コーナーに来店すると
来店すると、
すると、限定デザインのスタンプがも
限定デザインのスタンプがも
らえる「
「ミッキーマウス スタンプラリー」
らえる
スタンプラリー」
ディズニー公式無料アプリ「My Disney」で実施
される 「ミッキーマウス スタンプラリー」にて、
大塚家具新宿および大阪南港ショールームにある
「Disney Mickey Beyond Imagination」コーナーに
チェックインすると、大塚家具限定デザインのス
タンプがもらえます。
≪応募期間≫
2017年11月18日（土）～11月30日（木）

３）ここでしか出会
ここでしか出会えない
出会えない！
えない！1936年公開
1936年公開の
年公開の短編映画『
短編映画『ミッキーの
ミッキーの夢物語』
物語』に登場した
登場したミッキーマ
したミッキーマ
ウス立体像
ウス立体像を
立体像を特別展示
特別展示（
展示（期間中、
期間中、新宿ショールーム
新宿ショールーム限定
ショールーム限定）
限定）します。
します。
1936年5月30日に公開されたディズニーが製作したアニメーション短編映画作品『ミッキーの夢物
語』に登場するミッキーマウスの立体像が大塚家具にやってきます。
フォトスポットとして撮影も可能です。
４）お気に入りの写真
りの写真を
写真を投稿して
投稿して素敵
して素敵な
素敵な商品をもらおう
商品をもらおう！「
をもらおう！「I
！「I LOVE MICKEY キャンペーン」
キャンペーン」
「Disney Mickey Beyond Imagination」コーナーのアイテムやフォト
スポットをはじめ、「ミッキーマウス」のお気に入り写真を撮って
インスタグラムやツイッターで「＃idcotsuka_mickey」を付けて投稿
すると、抽選で5名様に素敵なミッキーマウス商品がもらえるキャン
ペーンを実施！
≪応募期間≫
期間：2017年11月18日（土）～2017年12月17日（日）

５）店頭で
店頭でミッキーマウス誕生記念
ミッキーマウス誕生記念「
誕生記念「Disney Mickey Beyond Imagination」
Imagination」のロゴマークを
My Disney アプリのAR
アプリのARカメラにかざすと
ARカメラにかざすと特別
カメラにかざすと特別なアニメーションが
特別なアニメーションが始
なアニメーションが始まります。
まります。
「Disney Mickey Beyond Imagination」コーナーにあるミッキーマウス誕生記念「Disney Mickey
Beyond Imagination」のロゴマークをMy Disney アプリのARカメラにかざすと特別なアニメー
ションがご覧いただけます。
©Disney
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＜『スター・ウォーズ／
スター・ウォーズ／最後のジェダイ』
最後のジェダイ』公開記念 スペシャルショップ概要
スペシャルショップ概要＞
概要＞
１）大塚家具限定販売クッションカバー
大塚家具限定販売クッションカバー６
クッションカバー６種を展示販売開始
今までにない和柄の最新デザインによる裏表で使えるクッションカバー３種が各50枚限定販売で登
場。和柄以外に最新デザインの表裏で使えるクッションカバー３種も各80枚限定販売で発売開始し
ます。11月18日より先行予約受付開始。お届けは12月初旬予定。
45㎝角 ￥3,240（税込）

２）人気キャラクターの
人気キャラクターの最新作
キャラクターの最新作ラグ
最新作ラグ＆
ラグ＆カーテンコレクションを展示販売
カーテンコレクションを展示販売
2015年に販売以来大人気の「R2-D2」のマットやチェアマットに、「BB-8」が新登場。また、最新
デザインのフックマットも新たに加わった多彩なラグ＆カーテンのコレクションを取り揃えます。

左より マットBB-8 ¥5,400 40×63㎝ チェアマットBB-8 ¥3,240 35×35cm
フックラグ ダース・ベイダー/ストームトルーパー 各¥5,400 50×60㎝
フックラグ ダース・ベイダー ¥17,280 90×90㎝ （すべて税込価格）
３）最新デザインのお
最新デザインのお弁当箱
デザインのお弁当箱＆
弁当箱＆お箸からピローやスリッパなど、
からピローやスリッパなど、多彩なホームコレクションを
多彩なホームコレクションを取
なホームコレクションを取り
揃えます。
えます。
○人気の漆器２段ランチＢＯＸとお箸の新作をはじめ、ランチＢＯＸとお箸の多彩なコレクショ
ンを展示販売。
○最新デザインのステンレス２重マグカップ４種を販売開始。
○他にも、クッション、ラグ、スリッパ、ピローなど幅広い新作ホームコレクションが揃います。

４）お気に入り写真を
写真を投稿して
投稿して素敵
して素敵な
素敵な商品をもらおう
商品をもらおう！「
をもらおう！「I
！「I LOVE STAR WARS キャンペーン」
キャンペーン」
「STAR WARS/PREMIUM HOME COLLECTION 2017」コーナーにある
商品やフォトスポットをはじめ、「スター・ウォーズ」のお気に入り
写真を撮ってインスタグラム、ツイッターで「＃idcotsuka_sw」を付けて
投稿すると、 抽選で５名様に素敵な商品がもらえるキャンペーン実施！
期間：第１期 2017年11月18日（土）～2017年12月17 日（日）
５）人気キャラクター
人気キャラクター「
キャラクター「ストームトルーパー」
ストームトルーパー」の最新等身大フィギュアを
最新等身大フィギュアを特別展示
フィギュアを特別展示
人気キャラクター「ストームトルーパー」の最新等身大フィギュアを特別展示（新宿・大阪南港
ショールーム）。「スター・ウォーズ」の壮大な物語性と、銀河宇宙を舞台にした広大な世界観、
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、フォトスポットとしてもお楽しみいただけます。
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