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ファンもマニアも、スター・ウォーズ女子も垂涎！
『ｏｍｎi7』（オムニ 7）でも販売、これぞ「爆買い」人気アイテム！！

そごう・西武のクリスマス
「スター・ウォーズ」限定商品
11 月 17 日(水)より、そごう・西武限定の「スター・ウォーズ」デザイン商品が全 24 店舗にて多
数登場いたします。人気のフィギュアやぬいぐるみ、ファッション雑貨を展開するポップアップショップ
をはじめ、衣料・雑貨・食品等の各領域から、自主開発商品を含むクリスマスギフトに最適な
商品をご提供いたします。そごう・西武ならではの「スター・ウォーズ」の世界にご期待ください。

「そごう・西武のクリスマス」 11 月 3 日(火)～12 月 25 日(金)
・期間売上目標：前年比 105% (全店計/衣料・雑貨・食品等 重点売場の総計)

■「スター・ウォーズ ポップアップショップ」 11 月 17 日(火)～12 月 25 日(金)
・「スター・ウォーズ」商品の販売：11 月 17 日(火)～ ＊西武池袋本店は、11 月 18 日(水)～
・「スター・ウォーズ」商品 全体品揃え：141 ブランド 929 型 352,000 点
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・うち、そごう・西武発「スター・ウォーズ」限定商品 品揃え：
自主開発商品、チームＭＤ等 19 ブランド 101 型 30,000 点

■そごう・西武発「スター・ウォーズ」限定商品の一例
そごう・西武全 24 店舗、11 月 1 日（日）グランドオープンの『ｏｍｎｉ7』(オムニ 7)で販売！

ＦＡＳＨＩＯＮ

※本リリースの掲載画像はイメージです。

【アンリアレイジ】

※価格は全て税込です。

2003 年、森永邦彦が立ち
上げた日本を担う次世代フ
ァッションの代表ブランド。パリ
コレを席巻した光の反射で
浮かび上がる柄等、「リフレク
ト」をテーマにした素材が登

FLASH!

場！展開店舗：3 店舗
西武池袋本店・渋谷店/
そごう横浜店
ＦＯＲＣＥ ＴＥＥ(ユニセックス)/9,720 円

【リミテッド エディション パーツオンパーツ】

FLASH!

ＨＹＰＥＲ ＳＰＡＣＥ ＳＬＩＰ-ＯＮ（ユニセックス）/41,040 円

デザインニット(レディス)/17,280 円
きらきらしたラメ入りの編み地におなじみのキャラクターが浮

FLASH!

かび上がるジャカードニット。滑らかな曲線と繊細なライン
ＡＮＲＥＡＬＡＧＥ × ＰＯＲTER ＨＹＰＥＲ ＳＰＡＣＥ
ＷＡＬＬＥＴ（ユニセックス）/23,760 円

を表現するために、国内工場で丁寧に編みたてました。
展開店舗：5 店舗 西武池袋本店/そごう横浜店・千葉
店・広島店・大宮店

ＨＯＢＢＹ&ＧＩＦＴ
【nendo】

ネックレス/ダース・ベイダー：12,960 円
貯金箱/各 2,678 円

ミレニアムファルコン：19,440 円

佐藤オオキ氏率いるデザインオフィス nendo のスター・ウォーズコレクション！人気キャラ
クターのアイコンを立体的にデザインしました。アクセサリーは、男性にも抵抗ないシャ
ープなデザイン。
展開店舗：そごう・西武全 24 店舗

佐藤オオキ：
デザインオフィス nendo 代表。1977 年
カナダ生まれ。2002 年早稲田大学
大学院修了、デザインオフィス nendo
設立。建築、インテリア、プロダクトな
ど活動は多岐に渡り、Newsweek 誌
「世界が尊敬する日本人 100 人」に
も選出、受賞歴も多数。

【ケイ・ウノ】

【イレギュラーチョイス】

リング各種

パンプス各種

(左) 33,000 円 (中)33,000 円 (右)28,000 円

(左) 36,720 円(右) 45,360 円

ルーカスフィルムがデザイン監修、ケイ・ウノが商品化した公

ハイヒールにキャラクターを配した、思わず飾っておきたくな

式スター・ウォーズジュエリー！チューバッカリングやライトセ

るパンプス。百貨店では、そごう・西武限定販売。

ーバーネックレス等、全 80 型が登場！展開店舗：4 店舗

展開店舗：3 店舗

西武池袋本店/そごう横浜店・千葉店・神戸店

西武池袋本店・渋谷店/そごう横浜店

【ｋｅｉｉｃｈｉｒｏｓｅｎｓｅ】

世界最高峰のドイツの工

【チューバッカ ぬいぐるみコレクション】

業デザイン賞「iF デザイ

エピソード 5「帝国の逆襲」のクラ

ンアワード」を鞄では初受

ウド・シティから、解体された

賞した由利佳一郎氏のデ

C-3PO を背負って逃走するチュ

ザインで、眼鏡界のアカデミ

ーバッカの名シーンを再現したそ

ー賞と言われるフランスの

ごう・西武限定モデル。タカラトミ

「シルモドール」グランプリを

ーアーツのシリーズで付加価値が

獲得した「FACTORY900」

高いために、マニアの間でコレクシ

デザインのサングラスを組み

ョンとなる商材。3,000 個を限定

合わせたダース・ベイダー

販売。展開店舗：そごう・西武全

モデルのバックパック。

24 店舗

展開店舗：6 店舗
西武池袋本店、渋谷店/

スター・ウォーズ／ぬいぐるみＳ／

そごう横浜店・千葉店・神

バッグ/129,600 円

チューバッカ＆C-3PO/5,832 円

戸店・広島店

ＦＯＯＤ
【クリスマスケーキ＆スィーツ】※各店お歳暮ギフトセンター/各店クリスマスケーキご予約会場/e.デパートで 12 月 8 日(火)まで承ります。

クリスマスケーキ/スター・ウォーズ 5,400 円

ボン+ボンヌ アニバーサリー

葉山マーロウ ビーカープリンセット/

スター・ウォーズの世界を味わう聖夜。

クリスマスチョコレートアイスケーキ/

スター・ウォーズ 4,860 円

展開店舗：そごう・西武全 24 店舗

スター・ウォーズ 5,616 円

(価格は、配送料込み)
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『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』12 月 18 日（金）全国ロードショー！
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