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株式会社 BANDAI SPIRITS（代表取締役社長：宇田川南欧、本社：東京都港区）は、週刊少年ジャンプに

連載中の「ONE PIECE」の単行本 100 巻突入を記念して、原作者である尾田栄一郎先生描き下ろしの絵巻「大

海賊百景」を、フィギュア、一番くじ、アミューズメント専用景品として立体化し、2021 年 10 月より順次発売します。 

 

「ONE PIECE」は、1997 年から週刊少年ジャンプ

で連載を開始し、2021 年 9 月 3 日（金）に発売

された単行本が 100 巻目となります。「大海賊百景」

は、2021 年 1 月から開催された第 1 回 ONE 

PIECE キ ャ ラ ク タ ー 世 界 人 気 投 票 「 WORLD 

TOP100」で上位 50 位に選ばれたキャラクターを中心に、尾田栄一郎先生が描き下ろした絵巻で、週刊少年ジャン

プ誌上で 8 月 30 日（月）から 3 週にわたって公開されました。 BANDAI SPIRITS では、100 巻突入記念とし

て、大人向けコレクターズ商品ブランド｢TAMASHII NATIONS｣の無可動フィギュアシリーズ「フィギュアーツ ZERO」や、

ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ」、アミューズメント専用景品の「バンプレスト」ブランドで、「大海賊百景」をどこより

も速く立体化した商品を発売していきます。「大海賊百景」の世界観を再現した各フィギュアでは、完成度の高さと迫力

をお楽しみいただけます。 

 

2021 年 9 月 13 日 

 

尾田栄一郎先生描き下ろし「大海賊百景」を BANDAI SPIRITS が最速立体化 

漫画「ONE PIECE」100 巻突入記念‼ 

「フィギュア」「一番くじ」「アミューズメント専用景品」を 10 月より続々発売！ 
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ONE PIECE「大海賊百景」 商品詳細 

「フィギュアーツ ZERO」から、「WORLD TOP100」 1 位のルフィ、2 位のゾロ、3 位のナミが登場！                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「TAMASHII NATIONS」の、世界観を表現したフィギュアシリーズ「フィギュアーツ ZERO」では、尾田栄一郎先生描

き下ろしの「大海賊百景」から、第 1 回 ONE PIECE キャラクター世界人気投票「WORLD TOP100」1 位のルフィ、

2 位のゾロ、3 位のナミを立体化します。無可動フィギュアならではの造形・彩色にこだわり、絵巻の躍動感をそのままに緻

密に表現しました。「フィギュアーツ ZERO モンキー・D・ルフィ - WT100 記念 尾田栄一郎描き下ろし 大海賊百景

-」はチョッパーが付属するスペシャル仕様となっています。また、3 商品は組み合わせて飾ることができ、「大海賊百景」の

世界観をお楽しみいただけます。国内の主な販売ルートは、全国のホビーショップ、玩具店、家電店・量販店のホビー・玩

具売場、インターネット通販などです。 

 

※画像は 3 商品を組み合わせたものです。 
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商品名 フィギュアーツ ZERO モンキー・D・ルフィ - WT100 記念 尾田栄一郎描き下ろし 大海賊百景- 

販売価格 7,700 円・税 10%込 発売日 2022 年 2 月予定 

対象年齢 15 歳以上 サイズ 全高約 190mm 

 

商品名 フィギュアーツ ZERO ロロノア・ゾロ - WT100 記念 尾田栄一郎描き下ろし 大海賊百景- 

販売価格 6,050 円・税 10%込 発売日 2022 年 3 月予定 

対象年齢 15 歳以上 サイズ 全高約 170mm 

 

商品名 フィギュアーツ ZERO ナミ - WT100 記念 尾田栄一郎描き下ろし 大海賊百景- 

販売価格 6,050 円・税 10%込 発売日 2022 年 3 月予定 

対象年齢 15 歳以上 サイズ 全高約 280mm 

 

「一番くじ」は、「大海賊百景」から飛び出してきたような背面パネル付きフィギュアがラインアップ！                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尾田栄一郎先生描き下ろしの「大海賊百景」のイラストを使用した、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ワンピース 

WT100 記念 尾田栄一郎描き下ろし 大海賊百景」（1 回 700 円・税 10%込）を 2022 年 1 月 5 日（水）よ

り順次発売します。「大海賊百景」のフィギュアや、ビジュアルボード、雑貨などをラインアップした今回限りのメモリアルな商

品です。フィギュアは、ポーズ、カラーリング、エフェクトなど、「大海賊百景」を徹底的に再現し、背面パネルに尾田栄一郎

先生描き下ろしの作画をふんだんに使用した豪華仕様で、まるで「大海賊百景」からキャラクターが飛び出してきたような

臨場感を感じられるアイテムです。販売ルートは、セブン-イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、麦わらストアです。 

※麦わらストアは、「ONE PIECE」公式グッズショップです。 

B 賞：モンキー・D・ルフィ 大海賊百景 フィギュア 
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商品名 一番くじ ワンピース WT100 記念 尾田栄一郎描き下ろし 大海賊百景 

ラインアップ 

A 賞：見開きビジュアルボード 『WT100 記念 尾田栄一郎描き下ろし 大海賊百景』 

B 賞：モンキー・D・ルフィ 大海賊百景 フィギュア 

C 賞：トラファルガー・ロー 大海賊百景 フィギュア 

D 賞：ポートガス・D・エース 大海賊百景 フィギュア 

E 賞：ボア・ハンコック 大海賊百景 フィギュア 

F 賞：サボ 大海賊百景 フィギュア 

G 賞：キャロット 大海賊百景 フィギュア 

H 賞：ヤマト 大海賊百景 フィギュア 

I 賞：記念プレート 

J 賞：色紙 『WT100 記念 尾田栄一郎描き下ろし 大海賊百景』 

K 賞：ヒストリークリアファイルセット vol.51-vol.100  

C 賞：トラファルガー・ロー 大海賊百景 フィギュア D 賞：ポートガス・D・エース 大海賊百景 フィギュア E 賞：ボア・ハンコック 大海賊百景 フィギュア 

F 賞：サボ 大海賊百景 フィギュア G 賞：キャロット 大海賊百景 フィギュア H 賞：ヤマト 大海賊百景 フィギュア 
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ラストワン賞：見開きビジュアルボード 『WT100 記念 尾田栄一郎描き下ろし 大海賊百

景』 ラストワン ver.／ダブルチャンスキャンペーン：モンキー・D・ルフィ 大海賊百景 フィギュア 

販売価格 1 回 700 円・税 10％込 発売日 
2022 年 1 月 5 日(水)より順次発売

予定 

対象年齢 8 歳以上 販売ルート 
セブン-イレブン店舗、イトーヨーカドー

店舗、麦わらストア 

A 賞、I 賞、J 賞、K 賞、ラストワン賞、ダブルチャンスキャンペーンなどの詳細については、今後一番くじの本商品特設ページで

公開してまいります。一番くじ倶楽部：https://bpnavi.jp/t/onep68-02  

※店舗の事情によりお取扱いが中止になる場合や発売時期が異なる場合がございます。なくなり次第終了となります。 

 

バンプレストブランドの「ワールドコレクタブルフィギュア」は、「大海賊百景」から全 60 種のフィギュアを商品化！                                                         

アミューズメント専用景品を展開する「バンプレスト」ブランドの「ワールドコレクタブルフィギュア」シリーズでは、「大海賊百景」

から全 60 種のフィギュアを 2021 年 10 月より順次商品化します。「ワールドコレクタブルフィギュア」は、「手のひらサイズ

の“宝“物」をコンセプトに、「バンプレスト」ブランドが展開するデフォルメフィギュアシリーズです。「大海賊百景」のエッセンス

を造形に込めた生き生きとしたフィギュアを、2021 年 10 月から全 10 弾で展開します。販売ルートは全国のゲームセン

ター、アミューズメント施設などです。 

 

         

   

 

 

 

 

 

＜第1弾＞ 

商品名 ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア-WT100 記念 尾田栄一郎描き下ろし 大海賊百景 1- 

展開キャラクター サンジ／ロロノア・ゾロ／ナミ／トニートニー・チョッパー／ブルック／ジンベエ 

投入時期 2021 年 10 月より順次登場予定 サイズ 約 7 ㎝ 

対象年齢 15 歳以上 

販売ルート 全国のゲームセンター、アミューズメント施設など  ※アミューズメント専用景品 ※お取り扱いのない店舗もございます。 

https://bpnavi.jp/t/onep68-02
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＜第2弾＞ 

商品名 ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア-WT100 記念 尾田栄一郎描き下ろし 大海賊百景 2- 

展開キャラクター モンキー・D・ルフィ／ウソップ／ニコ・ロビン／フランキー／トラファルガー・ロー／ユースタス・キッド 

投入時期 2021 年 11 月より順次登場予定 サイズ 約 7 ㎝ 

対象年齢 15 歳以上 

販売ルート 全国のゲームセンター、アミューズメント施設など  ※アミューズメント専用景品 ※お取り扱いのない店舗もございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第3弾＞ 

商品名 ワンピース ワールドコレクタブルフィギュア-WT100 記念 尾田栄一郎描き下ろし 大海賊百景 3- 

展開キャラクター ポートガス・D・エース／マルコ／イゾウ／バーソロミュー・くま／ジュラキュール・ミホーク／クザン 

投入時期 2021 年 12 月より順次登場予定 サイズ 約 7 ㎝ 

対象年齢 15 歳以上 

販売ルート 全国のゲームセンター、アミューズメント施設など  ※アミューズメント専用景品 ※お取り扱いのない店舗もございます。 

第 4 弾以降のラインアップ・商品詳細については、今後「バンプレスト」ブランドの本商品特設ページで公開してまいります。 

バンプレスト 商品特設ページ: https://bpnavi.jp/s/tc/op_top-92  

 

https://bpnavi.jp/s/tc/op_top-92
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【公式サイト】 

TAMASHII NATIONS 商品特設ページ：https://tamashii.jp/special/onepiece/wt100/  

一番くじ倶楽部 商品特設ページ：https://bpnavi.jp/t/onep68-02  

バンプレスト 商品特設ページ: https://bpnavi.jp/s/tc/op_top-92  

株式会社 BANDAI SPIRITS HP：https://www.bandaispirits.co.jp/  

 

 

 

 

※本プレスリリースの情報は 2021 年 9 月 13 日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。 

※開発中につき、デザイン・形状が変更になる場合があります。 

※「一番くじ」「ラストワン」「ダブルチャンス」は登録商標です。 

 

 

※画像はイメージを含みます。実際の店舗・商品とは異なる場合があります。 

 

https://tamashii.jp/special/onepiece/wt100/
https://bpnavi.jp/t/onep68-02
https://bpnavi.jp/s/tc/op_top-92
https://www.bandaispirits.co.jp/

