2015年10月15日

報道関係各位

クロックス・ジャパン合同会社

『 スター・ウォーズ／フォースの覚醒
スター・ウォーズ／フォースの覚醒』
』公開目前
伝説の「 Xウィング™」キッズモデル登場！
」キッズモデル登場！
∼ LED
LEDライト搭載で歩くたびに足元が光る
ライト搭載で歩くたびに足元が光る ∼

クロックスライツ スター・ウォーズ Xウィング™ クロッグ
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カジュアルフットウェアブランドのクロックス・ジャパン（東京都世田谷区、代表 兼 バイスプレジデント：
藤田守哉）は、12月18日（金）公開予定のSF映画『スター・ウォーズ』シリーズ最新作『スター・ウォーズ
／フォースの覚醒』の公開に先がけて、作品に登場する新キャラクター・人気キャラクターをモチーフにし
た今季限定クロッグサンダルのユニセックスモデル3種・キッズモデル4種を、“フォース・フライデー”の
9 月4 日（金）より販売開始。10月16日（金）よりキ ッ ズ モ デ ル を全国の
クロックス直営店、ク ロ ッ ク ス オ ン ラ イ ン シ ョ ッ プ 、一部のクロックス
取扱店にて順次発売いたします。
今季スター・ウォーズシリーズのフィナーレを飾るのは、映画中、手に汗握る
宇宙での戦闘シーンで、数多くの名パイロットたちが搭乗した伝説の戦闘機
「Xウィング™」ファイターをモチーフにしたキッズモデル。LEDライト搭載
により、「Xウィング™」を描いているバンド部分が歩くたびに光ります。
親子でコーディネートを考えるのも楽しい本シリーズ。 「Xウィング™」の
他にも「チューバッカ™」や「ダース・ベイダー™」など、人気キャラクター
たちの溢れる個性を盛り込んだクロッグたちが、映画公開に向け、ワクワク感
を生みだします。
上）クロックバンド™
スター・ウォーズ
チューバッカ™ ラインド クロッグ

いよいよ迫る新作映画公開。世界中で益々熱く盛り上がる『スター・ウォーズ
／フォースの覚醒』の世界を今季限定シューズで足元からお楽しみください。 下）クロックバンド™ ダース・ベイダー™
ラインド クロッグ
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報道関係者
お問合せ先

クロックス・ジャパンPR事務局 ㈱プラップジャパン内 担当：本間・岡部・吉川
TEL : 03-4570-3170 (10:00-18:00 土日祝日を除く) FAX : 03-4580-9127
E-mail : crocspr@ml.prap.co.jp
※本リリースに掲載されている商品のサンプル貸出や画像データをご入用の際もお問い合わせください。
※発売スケジュール、取扱店舗は変更となる場合があります。ご掲載の際に確認いただけますようお願いいたします。

一般のお客様
お問合せ先

【クロックス カスタマーサポート】TEL : 0120-55-9694 (9:00-18:00 土日祝日を除く)
【公式オンラインショップ】http://www.crocs.co.jp/ 【公式サイト】http://company.crocs.co.jp/
※ご掲載の際は、クレジット
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をご記載いただきますよう、お願いいたします。

10月16日 （金）いよいよ発売!!
− キッズ −

crocslights Star Wars™
Wars™ X-Wing
Wing™
™ clog
クロックスライツ スター・ウォーズ Xウィング™ クロッグ
サイズ ／ 15.5㎝∼21㎝
カラー ／ 1色
発売日 ／ 2015年10月16日（金）（予定）

¥4,980（税抜）

LEDライトを搭載し、歩くたびに伝説のスター・ウォーズ「Xウィング™」
ファイターが足元で光る「クロックスライツ」シリーズ。独自素材「クロスラ
イト™」を使用し、軽い履き心地と快適なクッション性を実現しています。
バックストラップ付きで足もとをしっかりサポート。©＆™Lucasfilm,Ltd.

Multi

現在販売中の商品
− ユニセックス −

crocband™ Star Wars™ boba fett™ clog
クロックバンド™ スター・ウォーズ ボバ・フェット™ クロッグ
サイズ ／ 22㎝∼29㎝
カラー ／ 1色

¥5,400 （税抜）

『スター・ウォーズ』ファンにはたまらない「ボバ・フェット™」デザイ
ンのクロッグ。左右違えたグラフィックは、両足揃えるとひとつの画にな
る大胆なデザインに仕上がっています。独自素材「クロスライト™」を使
用し、軽い履き心地と快適なクッション性を実現しています。
©＆™Lucasfilm,Ltd.

Light grey

crocband™ Star Wars™ chewbacca™ lined clog
クロックバンド™ スター・ウォーズ チューバッカ™ ラインド クロッグ ¥5,400（税抜）
サイズ ／ 22㎝∼29㎝
カラー ／ 1色
スター・ウォーズの「チューバッカ™」をイメージした楽しくてフサフサ
のラインドクロッグ。柔らかく毛足の⻑いライナーで足元から暖かく。独
自素材「クロスライト™」を使用し、軽い履き心地と快適なクッション性
を実現しています。
※チャームの取り外し不可
©＆™Lucasfilm,Ltd.
−キッズ−

classic Star Wars™
Wars™ clog
クラシック スター・ウォーズ クロッグ ¥5,180（税抜）
サイズ ／ 22㎝∼29㎝
カラー ／ 1色

New
character

アッパーに『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』の新旧キャラクターを
細密なグラフィックで大きくあしらったスペシャルエディション。レトロ
感あるグラフィックは古くからの映画ファンのハートも鷲掴みです。独自
素材「クロスライト™」を使用し、軽い履き心地と快適なクッション性を
実現しています。バックストラップ付きで足もとをしっかりサポート。
©＆™Lucasfilm,Ltd.

khaki

black

−キッズ−

crocband™ Darth Vader™ lined clog
クロックバンド™ ダース・ベイダー™ ラインド クロッグ ¥4,400（税抜）
サイズ ／ 14㎝∼21㎝
カラー ／ 1色
人気キャラクター「ダース・ベイダー™」のヘッドを、バンド部分にあし
らったクロッグ。柔らかくふかふかなライナーが足元を暖かく保ちます。
「クロスライト™」素材を使用し、軽い履き心地と快適なクッション性を
実現しています。 ©＆™Lucasfilm,Ltd.

black

creative clog Star Wars™
Wars™ clog kids

New
character

クリエイティブ クロッグ スター・ウォーズ クロッグ キッズ ¥3,980（税抜）
サイズ ／ 13㎝∼19.5㎝
カラー ／ 1色
アッパーに『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』の新旧キャラクターを
細密なグラフィックで大きくあしらったスペシャルエディション。レトロ
感あるグラフィックは古くからの映画ファンのハートも鷲掴みです。独自
素材「クロスライト™」を使用し、軽い履き心地と快適なクッション性を
実現しています。バックストラップ付きで足もとをしっかりサポート。
Multi
©＆™Lucasfilm,Ltd.

※この商品はクロックス直営店での取扱いはありません。

crocband™
crocband
™ Star Wars™
Wars™ BB
BB--8™ clog kids

New
character

クロックバンド™ スター・ウォーズ BB-8 クロッグ キッズ ¥4,480（税抜）
サイズ ／ 13㎝∼19.5㎝
カラー ／ 1色
『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』のヒーロー「BB-8™」がデザイ
ンされたスペシャルエディション。側面とバンド部分にキャラクターを施
した遊び心溢れるデザインです。独自素材「クロスライト™」を使用し、
軽い履き心地と快適なクッション性を実現しています。バックストラップ
付きで足もとをしっかりサポート。 ©＆™Lucasfilm,Ltd.

Multi

crocband™
crocband
™ Star Wars™
Wars™ kylo ren
ren™
™ clog kids
クロックバンド™ スター・ウォーズ カイロ・レン クロッグ キッズ ¥4,480（税抜）
サイズ ／ 13㎝∼19.5㎝
カラー ／ 1色
『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』の悪役「カイロ・レン™」がデザ
インされたスペシャルエディション。側面とバンド部分にキャラクターを
施した遊び心溢れるデザインです。独自素材「クロスライト™」を使用し、
軽い履き心地と快適なクッション性を実現しています。バックストラップ
付きで足もとをしっかりサポート。©＆™Lucasfilm,Ltd.
Multi

New
character

オリジナリティ溢れる自分だけの『スター・ウォーズ』クロッグにカスタマイズ!!
スター・ウォーズシリーズ 商品情報 −ジビッツ チャーム−

Star Wars
jibbitz

ジビッツ チャームとは？

クロックスのシューズやギアを楽しくカスタマイズする、
専用のアクセサリー。豊富な種類で、キッズから大人まで大人気な
ジビッツ チャームで、あなたも「my crocs」してみませんか？

『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』
登場キャラクター発売中！

new

New
character

Star Wars
Yoda
¥360（税抜）

Star Wars
Darth Vader
¥360（税抜）

Star Wars
Villain
¥360（税抜）
Star Wars
Hero F15 3PK
¥500（税抜）

Star Wars
Dark Side Badge
¥360（税抜）

Star Wars
Light Side Badge
¥360（税抜）

現在好評発売中
Strong am I

”

各¥800（税抜） with the Force...

各¥360（税抜）

各¥500（税抜）

cooo......
cuhh......

Darth Vader
sound

Yoda
sound

サウンドを
楽しめる！

Darth Vader Clone Trooper
helmet black shiny black

Light Side
S15 3PK

Dark Side
S15 3PK
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