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株式会社バンダイナムコホールディングス 

バンダイビジュアル株式会社 

株式会社バンダイナムコホールディングス（住所：東京都品川区、社長：石川祝男）の子会社であるバンダイビジュ

アル株式会社（住所：東京都渋谷区、社長：川城和実）は、株式会社バンダイチャンネル（住所：東京都千代田区、社

長：安食孝徳）の配信事業を活かした共同開発により、Blu-ray Disc、DVDの購入者に向けた新サービスとして、スマ

ートフォンやタブレット端末へのデータダウンロード方式による映像視聴サービス「BANDAI VISUAL＋」（バンダイビジ

ュアルプラス）を 2015 年 4月 24 日（金）より開始します。 

■「BANDAI VISUAL+」とは？ 
「BANDAI VISUAL+」は、バンダイビジュアルより発売される対象商品に封入さ

れた専用シリアルコードを指定の HP に登録することで、お手持ちのモバイル端

末（Android、iOS 端末を予定）に、購入した商品の本編映像をダウンロードして視

聴いただける有料サービスです。 

従来のストリーミング配信による映像視聴サービスと比べ、映像データを端末

に保存出来るため、電波状況等の制限を受けにくく、様々な環境で安定した視聴

を何度でもお楽しみいただけます。 

「BANDAI VISUAL+」公式サイト：http://www.bandaivisual.co.jp/bvplus/

※「BANDAI VISUAL+」のシステムには、メモリーテック株式会社が開発した「DISC PLUS（ディスクプラス）」を採用し

ています。 

■第１弾対象商品は 『機動戦士ガンダム THE ORIGIN Ⅰ』 
「BANDAI VISUAL+」のサービス対象商品第１弾は、『機動戦士ガンダム THE ORIGIN（ジ・オリジン）Ⅰ』Blu-ray 

Disc Collector’s Edition【初回限定版】、Blu-ray Disc【通常版】、DVD の３商品で、商品発売日と同日の 2015 年 4 月

24 日よりサービスを開始します。 

 また、サービス開始を記念して、無料ダウンロードキャンペーンを実施。『機動戦士ガンダム THE ORIGIN Ⅰ』商品

に封入される専用シリアルコードをキャンペーン期間中にご登録いただくと、本編映像が無料でダウンロード・ご視聴

いただけます。 

「BANDAI VISUAL+」サービス概要------------------------------------

【 対 象 商 品 】 ・「機動戦士ガンダム THE ORIGIN Ⅰ」Blu-ray Disc Collector’s Edition 【初回限定版】 

・「機動戦士ガンダム THE ORIGIN Ⅰ」Blu-ray Disc 【通常版】 

・「機動戦士ガンダム THE ORIGIN Ⅰ」DVD 

【サービス開 始 】 2015 年 4月 24 日（金）12:00～ 予定 

【 価  格 】 「機動戦士ガンダム THE ORIGIN Ⅰ」 1,000 円（税抜） 

※キャンペーン期間中＜2015 年 4 月 24 日（金）～2015 年 7月 23 日（木）予定＞にシリアルコ

ードをご登録いただくと、通常 1,000 円（税抜）の「機動戦士ガンダム THE ORIGIN Ⅰ」本編

映像を無料でダウンロード・ご視聴いただけます。 

【 対 応 端 末 】 Android スマートフォン、タブレット（Android OS 4.1 以上） 

iOS 端末（予定） iPhone／iPod touch／iPad／iPad mini（iOS7 以上） 

【 利 用 方 法 】 １）「BANDAI VISUAL＋」HP にアクセスの上、案内に従ってシリアルコード登録（注１）＆決済 

２）視聴したいモバイル端末に、アプリ「DISC PLUS」（注２）をインストール 

３）アプリ「DISC PLUS」を起動し、登録した作品の本編映像データを端末にダウンロード（注 3）

Blu-ray Disc、DVD購入者に向けた新サービスをスタート 

映映像像ダダウウンンロローードド視視聴聴ササーービビスス「「BBAANNDDAAII VVIISSUUAALL＋＋」」
第第１１弾弾はは『『機機動動戦戦士士ガガンンダダムム TTHHEE OORRIIGGIINN ⅠⅠ』』

ササーービビスス開開始始をを記記念念ししてて無無料料ダダウウンンロローードドキキャャンンペペーーンンをを実実施施



注１）「機動戦士ガンダム THE ORIGIN Ⅰ」 のシリアルコード有効期間は 2015 年 4 月 24 日～2017 年 4 月 23 日です。 

注２）アプリ「DISC PLUS」は 2015 年 4 月中旬頃、メモリーテックよりリリース予定です。 

注３）１つのシリアルコードにつき、3 回までダウンロードいただけます。なお、ダウンロードにかかる通信費はお客様のご負

担となります。 

※本サービスのご利用には、バンダイビジュアルのECサイト「BANDAI VISUAL CLUB」（https://bvc.bandaivisual.co.jp/）の

会員登録（無料）が必要となります。 

※本サービスは、フィーチャーフォン、PC には対応しておりません。 

※本サービスのご利用は、日本国内に限られます。 

※サービス開始以前の登録・決済・ダウンロードは行えません。予めご了承ください。 

※サービスに関する詳細は、「BANDAI VISUAL+」公式サイトにてご確認ください。 

■『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』とは 

『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』は、『機動戦士ガンダム』のキャラクターデザイン・アニ

メーションディレクターを務めた安彦良和が手掛ける累計発行部数 1,000 万部を誇る大ヒッ

トコミックスを、サンライズが映像化するファン待望のOVA シリーズです。 

国内では、2015年2月28日より、シリーズ第１話となる『機動戦士ガンダム THE ORIGIN 

Ⅰ青い瞳のキャスバル』のイベント上映を全国10都市（2週間限定）で実施。上映劇場では

初回限定版の Blu-ray Disc Collector’s Edition（10,000 円/税込）の先行販売も行います。

また、イベント上映と同時に有料配信も実施します。 

2015 年 4月 24 日より、「BANDAI VISUAL CLUB」 限定販売のBlu-ray Disc Collector’s 

Edition【初回限定版】（劇場先行販売と同仕様）や、Blu-ray Disc【通常版】、DVD の一般販

売を開始いたします。 

＜ストーリー＞ 

宇宙世紀 0068 年、サイド 3、ムンゾ自治共和国。宇宙に進出した人の革新を説き、地球連邦政府からの完全独立

を宣言しようとしたジオン・ズム・ダイクンは、議会檀上で演説中に突如倒れ、帰らぬ人となった。ダイクンの死後、ザ

ビ家陰謀説を唱えるダイクンの側近ジンバ・ラル。しかし、サイド 3、ムンゾの実権を掌握せんとするデギン・ソド・ザビ

率いるザビ家の暗躍は加速していく。これまで語られる事の無かった動乱の歴史が明らかになる中、ダイクンの遺児

であるキャスバルとアルテイシアには、激動の時代を象徴した数奇な運命が待ち受けていた…。 

＜イベント上映＞ 

上映期間：2015 年 2月 28 日（土）～3月 13 日（金）（※2 週間限定） 

上 映 館：【東京】新宿ピカデリー／シネマサンシャイン池袋／TOHO シネマズ日本橋 

【神奈川】横浜ブルク１３   【千葉】ＭＯＶＩＸ柏の葉    【埼玉】ＭＯＶＩＸさいたま 

【栃木】ＭＯＶＩＸ宇都宮    【大阪】なんばパークスシネマ／大阪ステーションシティシネマ 

【京都】ＭＯＶＩＸ京都      【福岡】福岡中洲大洋     【愛知】ミッドランドスクエアシネマ        

【北海道】札幌シネマフロンティア 

＜商品情報＞ 

『機動戦士ガンダム THE ORIGIN I』  

●Blu-ray Disc Collector’s Edition【初回限定版】 

発 売 日：2015 年 4月 24 日（金）（BANDAI VISUAL CLUB 限定販売） 

        ※イベント上映劇場にて 2月 28 日（土）より先行販売実施 

税抜価格：9,259 円（※税込価格：10,000 円）  

スペック：カラー／DTS-HD Master Audio(5.1ch)・リニア PCM(ステレオ)・DTS(ステレ  

オ)／AVC／BD50G／16:9<1080p High Definition>／日本語・英語音声収録    

／日本語・英語・仏語・韓国語・中国語繁体字(台湾・香港)・中国語簡体字     

字幕付(ON・OFF 可能)  

特 典：＊安彦良和 絵コンテ集＆設定資料集（296P）  

＊安彦良和 コミックネームを使用した解説書（32P）  

＊特製ブックレット （12P）  

＊スタッフ・キャストオーディオコメンタリー 他、映像特典も収録 

仕   様：＊安彦良和 描き下ろし飾れる収納箱 （LD サイズ、約 32.8cm x 32.8cm） 

＊安彦良和 描き下ろしスリーブ  

（ｃ）創通・サンライズ  



●Blu-ray Disc 【通常版】 

発 売 日：2015 年 4月 24 日（金） 

税抜価格：6,800 円（税込価格：7,344 円） 

スペック：カラー／DTS-HD Master Audio(5.1ch)・リニア PCM(ステレオ)・DTS(ステレオ)／AVC 

／BD50G／16:9<1080p High Definition>／日本語・英語音声収録／日本語・英語・仏 

語・韓国語・中国語繁体字(台湾・香港)・中国語簡体字字幕付(ON・OFF 可能)  

特  典：＊安彦良和 コミックネームを使用した解説書（32Ｐ）  

＊特製ブックレット（12Ｐ）  

＊スタッフ・キャストオーディオコメンタリー他、映像特典も収録 

仕   様：＊安彦良和 描き下ろしスリーブ  

●DVD 

発 売 日：2015 年 4月 24 日（金） 

税抜価格：5,800 円（税込価格：6,264 円） 

スペック：ドルビーデジタル(5.1ch・ステレオ)／片面 2 層／16:9(スクイーズ)／ビスタサイズ／  

日本語・英語字幕付(ON・OFF 可能)  

特  典：特製ブックレット（12Ｐ） 他、映像特典も収録 

  「BANDAI VISUAL+」公式サイト：http://www.bandaivisual.co.jp/bvplus/

「DISC PLUS」公式サイト：http://disc-plus.com

バンダイビジュアル公式サイト：http://www.bandaivisual.co.jp/

「BANDAI VISUAL CLUB」公式サイト：https://bvc.bandaivisual.co.jp/

「機動戦士ガンダム THE ORIGIN」公式サイト：http://www.gundam-the-origin.net/


