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『スーパードルフィー ベルサイユのばら―美しきばら達の饗宴―』

「オスカル」と「アンドレ」が東京ビッグサイトに咲く
～ 2018 年 12/16（日）発売イベント＆企画展を開催 ～

模型玩具・ドールの企画、製造、小売を手掛ける株式会社ボークス（京都市下京区）から、少女漫画の名作
「ベルサイユのばら」（以下、「ベルばら」）の主人公“オスカル”とその幼馴染にして従兵の“アンドレ”の二人が、
「スーパードルフィー」（以下、「SD」）となって華々しく登場いたします。
本商品は“ドルフィー生誕 20 周年記念作品”として、2018 年 12
月 16 日（日）に東京ビッグサイトで開催する世界最大のドールの
祭典「ドールズ・パーティー40」の会場で販売された後、全国のボ
ークスグループ店舗にて限定販売される予定です。
ドールズ・パーティー40
「SD ベルばら―美しきばら達の饗宴―」 展示会
会期：2018 年 12 月 16 日(日) 10：00～17：00
会場：東京ビッグサイト東2・3ホール
入場料：前売券 2,500円 ※イベントガイド冊子付
当日券 1,000円 ※当日12：00より販売開始
【主催】株式会社ボークス
【企画協力】池田理代子プロダクション
【ドレス制作協力】anclenne
展示会では、“オスカルとアンドレが一夜を過ごしたジャルジェ家の自室”や“フェルゼンと踊った舞踏会”など
「ベルばら」の世界を 60cm ドールサイズ（約 1/3 scale）のジオラマで再現、中でも 1000mm を超える“オスカルの
騎馬姿”は必見です。 また、池田理代子プロダクションの協力による複製原稿の展示や、ドールの記念撮影ス
ペース、ミュージアムショップなどが展開されます。 SD の世界ならではの「ベルばら」をお楽しみいただけます。
▼ ドルフィー生誕 20 周年記念作品「SD ベルばら」ウェブサイト ：

http://www.superdollfie.net/limited/versailles/

【ドール製品・展示会に関するお問合せ先】
株式会社ボークス 京都本社

TEL：075-325-1171

URL：http://www.volks.co.jp

（平日11：00～18：00 土日祝日を除く）

Email：webmaster@volks.co.jp
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ドルフィー生誕 20 周年記念作品 「スーパードルフィー ベルサイユのばら―美しきばら達の饗宴―」

1972 年の連載開始より世代を超えて愛されてきた名作「ベルサイユのばら」。
フランス革命前後を舞台に繰り広げられる愛の名作は、宝塚歌劇、実写映画、アニメーションなど、様々な姿に
なり世界中のファンに愛されています。
そして 2018 年。少女漫画の金字塔「ベルサイユのばら」を、ついにスーパードルフィーとして制作いたしました。
異次元からの訪問者『スーパードルフィー ベルサイユのばら』は世界に誇る日本文化の一翼として、皆様の前
に登場いたします。 スーパードルフィー世界に咲く「ベルサイユのばら」達にどうぞご期待ください。
▼商品仕様詳細

ベルサイユに咲く 美しき男装の麗人
●Super Dollfie 16 女の子 「オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェ ～近衛連隊長 Ver.～」
（Lady Oscar, Colonel de la Garde Royale）

原型制作：造形村 ／ ドレスアレンジ：ボークス・ドール企画 ／ 瞳：HG グラスアイ: Light Violet with Black line：18mm ※虹彩特殊サイズ小
メイク：造形村エアブラシメイク・ヘッドメイク UV コーティング済 ／ ウィッグ：オリジナルスタイル、シンセティックモヘア、DD サイズ
ボディ：SD16 女の子ボディ ピュアスキン ホワイト肌 UV プロテクト仕様 S 胸ボディ、まる肩 採用
セット内容：ドール本体、ウィッグ、ジャケット、インナートップス、トラウザーズ、タイツ、たすき、サーベルベルト、ウエストベルト、サッシュベルト、
帽子、手袋、ブーツ、サーベル、サーベル用タッセル、オーナー様限定販売商品ご注文用紙
価格：¥ 130,000 （税別）
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愛しき人の影として その身を守り 散った従僕
●Super Dollfie 17 男の子 「アンドレ・グランディエ ～フランス衛兵隊 Ver.～」
（André Grandier, Gardes Françaises）

原型制作：造形村 ／ ドレスアレンジ：ボークス・ドール企画室 ／ 瞳：HG グラスアイ: Green：18mm ※虹彩特殊サイズ小
メイク：造形村エアブラシメイク・ヘッドメイク UV コーティング済 ／ ウィッグ：オリジナルスタイル、シンセティックモヘア、DD サイズ
ボディ：SD17 男の子ボディ ピュアスキン ホワイト肌 UV プロテクト仕様
セット内容：ドール本体、ウィッグ、ジャケット、ベスト、インナートップス、トラウザーズ、タイツ、たすき、サーベルベルト、ウエストベルト、
ゲートル、シューズ、サーベル、サーベル用タッセル、オーナー様限定販売商品ご注文用紙
価格：¥ 130,000 （税別）

作品中で「オスカル」を着飾った美しいドレスも別売りで販売。

生涯にただ一度だけ 想い焦がれた愛へ向かう姿を あなたのオスカルへーー。
●別売ドールドレス「オダリスク風ドレスセット」
（Lady Oscar, Odalisque style dress Set）

ドレスアレンジ：ボークス・ドール企画室
セット内容：ヘッドドレス、エンブロイダリードレス、バッスルパニエ、ソックス、パンプス、扇、 SD16 オスカル（ドレス姿）ブロマイド
価格：¥ 30,000 （税別）

※本商品にはドール本体、ウィッグは含まれません。
※商品に含まれるのは「セット内容」に表記されているアイテムのみです。耳飾りは付属致しません。

Press Release
▼ベルサイユのばら
“ベルばら”の愛称で知られる、池田理代子氏により「週刊マーガレット（集英社）」にて 1972 年から 1973 年ま
で連載された少女漫画の名作。フランス革命前後を舞台に繰り広げられる愛の物語は、宝塚歌劇、実写映画、
アニメーションなど、様々な姿で世代を超えて世界中のファンに愛されています。
▼スーパードルフィー（R）＜Super Dollfie＞ http://www.superdollfie.net/
2019 年春、生誕二十周年を迎える京都ボークスがお届けしている日本製のお人形です。
ドールの持つ美しさやその可能性を、創作自在な素材を用いて制作された、世界初のオリジナル人形です。
1998 年に身長 27cm の「ドルフィー（Dollfie）」が発売開始され、翌 1999 年には身長 60cm の「スーパードルフィー
（Super Dollfie）」となって全世界に向け発表、そして発売されました。
SD は、ドールオーナーの思いや願いをそのままに、その姿や表情までを変える事ができます。
そして自らの思いを、ドールで表現できる稀有な存在「もうひとりのわたし」として、多くのドール愛好家に愛され
続けています。
SD は京都にあるボークスの工房にて手作りされており、日本全国ボークスの直営店舗にてオーダーお迎えす
ることが出来ます。さらに京都・嵯峨嵐山には、オーナー様だけが入場できる SD の生まれ里である「天使の里」
があり、美しい日本庭園の中でゆったりと、SD とのかけがえのない時間を過ごしていただくことができます。また
この「天使の里」には、常設のビューティーサロン＆SD 専用の診療所があり、SD ドクターによる専門的なメンテ
ナンスサービスを受けることが出来ます。
▼ドールズ・パーティー（R）＜Dolls Party＞ http://www.volks.co.jp/dolpa/
ドールズ・パーティー（略称：ドルパ）は（株）ボークスが単独主催しているドルフィー関連商品の展示即売会で
す。東京、大阪、名古屋、京都、仙台などの各都市での開催に加えて、米国ロサンゼルスでも定期的に開催して
いるドールファン必見のイベントです。
ドルパは 1999 年の初開催以降、通算 90 回以上にわたる開催実績があり、年々動員数を伸ばし、近年では
10,000 名を超える来場者数を記録しております。今冬開催するドルパでは、アマチュア出展者のみで 460 スペ
ースを超える国内最大級のドールマーケットとなり、世界中のドールファンが注目するイベントとなります。
(C)Ikeda Riyoko Production
「創作造形(C)ボークス・造形村」 (C)1998-2018 VOLKS INC. All rights are reserved.
Super Dollfie(R)は、ボークス社の登録商標であり、その全ての権利を所有します。

【会社概要】
商号

： 株式会社ボークス

設立

： 1972 年 12 月

代表取締役

： 重田 英行

所在地

： 京都市下京区七条御所ノ内中町 60

資本金

： 9,800 万円 （未上場）

事業内容

： 模型・ホビー商品の小売、卸、製造

URL

： http://www.volks.co.jp

