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2018 年 12 ⽉ 19 ⽇
株式会社バンダイナムコアーツ

2019 年 4 ⽉より第 2 期放送が決定した⼤ヒットアニメ

TV アニメ『ワンパンマン』
Blu-ray BOX ＆ DVD BOX を 12 ⽉ 2１⽇発売
株式会社バンダイナムコアーツ[住所：東京都渋⾕区、代表取締役社⻑：川城和実]は、2015 年に放
送された TV アニメ『ワンパンマン』の Blu-ray BOX【特装限定版】
［15,000 円／税抜］と DVD BOX
【特装限定版】［8,000 円／税抜］を 12 ⽉ 21 ⽇に発売します。

▲ 「ワンパンマン Blu-ray BOX」【特装限定版】
©ONE・村⽥雄介／集英社・ヒーロー協会本部

■『ワンパンマン』Blu-ray BOX、DVD BOX【特装限定版】商品特⻑
本作の Blu-ray BOX 商品は、TV アニメ『ワンパンマン』全 12 話を２枚の Blu-ray に収録し、特典
DISC（Blu-ray）2 枚、特典 CD2 枚、ブックレット２冊をセットにして、キャラクターデザイン久保⽥
誓描き下ろしイラストを使⽤した特製 BOX に封⼊しています。既発売の本作 Blu-ray＆DVD 商品に収
録した OVA や TV 特番などの映像特典、オーディオコメンタリー、ミニドラマ、キャラクターソング
等の⾳声特典も再収録しているほか、原作コミックス 10 巻同梱版 OVA「ロード・トゥ・ヒーロー」や
Amazon.co.jp の Blu-ray/DVD 全巻購⼊特典ドラマ CD「イケメン仮⾯アマイマスクのビタースゥイー
トハンサムナイト」も再収録されます。更に、新規⾳声特典として、英語吹き替え⾳声（本編 #01〜
#12＋OVA #01〜#06）を収録しています。
DVD-BOX 商品は、TV アニメ本編を DVD３枚に収録し、既発売の本作 Blu-ray＆DVD 商品に収録し
た OVA（♯1〜♯6）とコミックス 10 巻同梱版 OVA「ロード・トゥ・ヒーロー」を特典 DISC に収録
しています。また、新規⾳声特典の英語吹き替え⾳声（本編#01〜#12＋OVA#01〜#06）も収録され
ます。

■先着購⼊特典はジャケットイラストを
使⽤した A４クリアファイル
対象店舗にて「ワンパンマン Blu-ray
BOX」【特装限定版】または「ワンパンマ
ン DVD BOX」
【特装限定版】をご購⼊の
⽅に、先着で「A4 クリアファイル（BOX
⽤描き下ろしイラスト使⽤）」がプレゼン
トされます。
※特典は無くなり次第終了となります。
予めご了承ください。
※特典は商品購⼊時にお渡しします。
※対象店舗は TV アニメ『ワンパンマン』
公式サイトの商品情報ページ
（http://onepunchman-anime.net/goods/bd/bdbox.php）をご覧ください。
※特典は予告なく仕様を変更する場合がございます。

■『ワンパンマン』について
あらゆる敵を⼀撃で倒す“平熱系最強ヒーロー”サイタマの活躍を描いた『ワンパンマン』は、ONE(「モ
ブサイコ 100」)原作、村⽥雄介(「アイシールド 21」)漫画にて WEB コミックサイト「となりのヤン
グジャンプ」(集英社)にて連載中で、原作コミックスは、国内累計 1,650 万部（現 18 巻）を突破して
います。
TV アニメ『ワンパンマン』は、2015 年 10 ⽉から 12 ⽉にかけて全 12 話が放送され好評を博し、
TV 放送終了後も、本作オリジナルアパレルブランド「OPPAI」ブランドの商品発売や、ファンイベン
ト開催などその⼈気は継続し、2019 年には TV アニメ第 2 期の制作も決定しています。
【ストーリー】
趣味でヒーローを始めた男、サイタマ。彼は３年間の特訓により無敵のパワーを⼿に⼊れた。だが、
あまりに強くなりすぎてしまったゆえに、どんな強敵が相⼿でもワンパンチで決着がついてしまう。
「圧倒的な⼒ってのは、つまらないもんだ」
平熱系最強ヒーローの前に、今⽇も新たな敵が現れる。今⽇こそ本気が出せるのか！？
TV アニメ『ワンパンマン』公式サイト：http://onepunchman-anime.net/

■商品概要
商品名 ：ワンパンマン Blu-ray BOX 【特装限定版】
価
格：15,000 円（税抜）
発売⽇ ：2018 年 12 ⽉ 21 ⽇
収録時間：602 分(本編 292 分＋映像特典 310 分)
スペック：【本編 DISC】DTS-HD Master Audio(ｽﾃﾚｵ)、DTS(ｽﾃﾚｵ）／AVC／BD50G×2 枚／
16:9<1080p High Definition>／⽇本語・英語字幕付（ON・OFF 可能）
【特典 DISC】DTS-HD Master Audio(ｽﾃﾚｵ)、DTS(ｽﾃﾚｵ）／AVC／BD50G×2 枚／
16:9<1080p High Definition>・⼀部 16:9<1080i High Definition>／⽇本語・英語字
幕付（ON・OFF 可能）
封⼊特典：●SPECIAL DISC 01（Blu-ray）
・OVA #01「忍び寄りすぎる影」 ・OVA #02「話ベタすぎる弟⼦」
・OVA #03「こじれすぎる忍者」 ・OVA #04「強引すぎるバング」
・OVA #05「⾊々ありすぎる姉妹」 ・OVA #06「不可能すぎる殺⼈事件」
・コミックス 10 巻同梱版 OVA「ロード・トゥ・ヒーロー」

※原作コミックス 10 巻に同梱されていた OVA を新規収録
・PV 第 1 弾〜第 4 弾 ・CM 集
・ノンクレジットオープニング／ノンクレジットエンディング
●SPECIAL DISC 02（Blu-ray）
・ワンパン☆はみ出し劇場 #01〜#12 ・先⾏上映会キャストトーク
・ワンパンマン放送開始もうすぐ特番 #01〜＃04 ・ワンパンマン最終回もうすぐ特番
※コミックス同梱版 OVA「ロード・トゥ・ヒーロー」以外の映像特典は、過去に発売した
商品（BCXA-1038〜1043／BCBA-4720〜4725）に収録されていた映像特典の再収録
となります
●SPECIAL CD 01
・ミニドラマ #01「サイタマとお祭り」、#02「ジェノスの打ち上げ花⽕」、
#03「最速最強忍者外伝絵巻『⾳速のソニック』──阿修羅の章」
#04「アマイマスクの⽢すぎる苦悩」
・キャストトーク #01〜#04
・キャラクターソング #01「サイタマのワンパン⾳頭」、
#02「ジェノスのワンパン⾳頭」、#03「ソニックのワンパン⾳頭」
#04「BEAUTIFUL HERO」
●SPECIAL CD 02
・ミニドラマ #05「タツマキと夏のお祭り」、#06「キングの⼀⽇署⻑」
・キャストトーク #05〜#06
・キャラクターソング #05「タツマキとフブキのワンパン⾳頭」、
#06「ミンナのワンパン⾳頭」
・Amazon.co.jp Blu-ray/DVD 全巻購⼊特典 ドラマ CD＆キャストトーク
ドラマ CD「イケメン仮⾯アマイマスクのビタースゥイートハンサムナイト」
キャストトーク（古川慎、⽯川界⼈、宮野真守 櫻井孝宏 ⽻多野渉）
※Amazon.co.jp Blu-ray/DVD 全巻購⼊特典 ドラマ CD＆キャストトーク以外の⾳声
特典は、過去に発売した商品（BCXA-1038〜1043／BCBA-4720〜4725）に収録され
ていた⾳声特典の再収録となります
●ブックレット「ONE PUNCH MAN SPECIAL NOTE」（80P）
※過去に発売した商品（BCXA-1038〜1043／BCBA-4720〜4725）に収録されていた封
⼊特典の再収録となります
●ブックレット「ONE PUNCH MAN ILLUSTRATIONS」（32P）
⾳声特典：●キャストオーディオコメンタリー （#02、#03、#06、#08、#09、#12）
※「キャストオーディオコメンタリー」は、過去に発売した商品（BCXA-1038〜1043／
BCBA-4720〜4725）に収録されていた⾳声特典の再収録となります
●英語吹き替え⾳声（本編 #01〜#12＋OVA #01〜#06）
その他 ：●キャラクターデザイン久保⽥誓描き下ろしイラスト使⽤特製 BOX
※DVD BOX【特装限定版】［8,000 円／税抜］も同⽇発売となります。
バンダイナムコアーツ映像商品情報サイト「V-STORAGE」：https://v-storage.bandaivisual.co.jp/
「V-STORAGE」内特集サイト「実録！ワンパンマン」：
https://v-storage.bandaivisual.co.jp/onepunchman/
【商品に関するお問い合わせ先】
（株）バンダイナムコアーツ
お客様センターまで
TEL： 03-5828-7582

