＜新商品資料＞

2021 年 11 ⽉ 11 ⽇
株式会社バンダイナムコアーツ

アニメ『SD ガンダム』シリーズ３タイトルを全て Blu-ray に収録

「SD ガンダム Blu-ray コレクションボックス」を
11 ⽉ 12 ⽇に発売
Blu-ray 全 16 枚、合計収録分数約 2400 分
過去発売商品に収録された映像特典も全て収録
A-on STORE、プレミアムバンダイ限定で販売

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︓河野聡]は、過去に発売した
『SD ガンダム』アニメ BOX 商品を１BOX にまとめた「SD ガンダム Blu-ray コレクションボック
ス」（42,900 円／税込）を、11 ⽉ 12 ⽇に発売します。本商品は、バンダイナムコアーツ公式ショッ
プ「A-on STORE」と「プレミアムバンダイ」限定で販売します。

▲SD ガンダム Blu-ray コレクションボックス（特装限定版）
©創通・サンライズ
A-on STORE︓https://a-onstore.jp/shop/sd-gundam
プレミアムバンダイ︓https://p-bandai.jp/item/item-1000160233

■SD ガンダム Blu-ray コレクションボックス（特装限定版）
【プレミアムバンダイ、A-on STORE 限定】商品特⻑
本商品は、
『機動戦⼠ SD ガンダム』
（OVA10 本＋劇場⽤アニメ 3 本）
、
『SD ガンダムフォース』
（TV
シリーズ全 52 話）
、『SD ガンダム三国伝 BraveBattleWarriors』（TV シリーズ全 51 話＋劇場⽤アニ
メ 1 本）の３タイトルすべてを、Blu-ray16 枚（特典ディスク 1 枚含む）に収録し、１BOX 化した商
品です。
『機動戦⼠ SD ガンダム』、
『SD ガンダムフォース』の２タイトルは、初 Blu-ray 化となります。
映像特典は、過去に発売された映像商品に収録されていた特典映像をすべて収録。更に、特製収納
BOX は、「スーパーディフォルメガンダムワールド」を⽣み出した横井孝⼆による描き下ろしイラスト
を使⽤しており、『機動戦⼠ SD ガンダム』、『SD ガンダムフォース』、
『SD ガンダム三国伝

BraveBattleWarriors』の各主⼈公に加えて、背表紙には箔押しされた歴代登場⼈物がデザインされた
豪華仕様となっています。

■SD ガンダムとは
「ガンダム」シリーズに登場する様々なキャラクターやモビルスーツを可愛らしく⼆頭⾝にデ
ィフォルメした SD（スーパーディフォルメ）シリーズ。1985 年に玩具を中⼼にスタートし、そ
の後も、武者⾵や⻄洋の騎⼠⾵など斬新なデザイン・世界観の新たな SD ガンダムが登場してい
き、ガンダムシリーズの新たなファン層を獲得していきました。1988 年には、映画「機動戦⼠ガ
ンダム 逆襲のシャア」の同時上映作品として初めてアニメ化され、その後も関連グッズやアニメ
が続々登場しています。
＜『機動戦⼠ SD ガンダム』＞
SD シリーズの原点にしてパロディアニメの⾦字塔︕1988 年に映画「機動戦
⼠ガンダム 逆襲のシャア」同時上映作品として初アニメ化。その後も OVA シ
リーズとして展開しながら、1989 年夏に公開された映画「機動戦⼠ SD ガン
ダムの逆襲」は⼤ヒットを記録。懐かしのディフォルメキャラが⼆頭⾝キャラ
になって⼤集合し、敵と味⽅、時代を超えた⼈気キャラの夢の競演が⾒られる
唯⼀の作品。
＜『SD ガンダムフォース』＞
⼈間とロボットが平和に暮らす未来都市、ネオトピア。時空を超えて現れた機
械⽣命体の軍団・ダークアクシズは突如侵略を開始する。あらゆる⾃然物を⽯
化していくダークアクシズの攻撃を前に、少年シュウトも⽯化されそうにな
る。その時、シュウトの前に謎のロボットが姿を現わし、圧倒的なスピードで
ダークアクシズを撃退していく。ネオトピアでは許可されていない武器を装備
したそのロボットは⾃らを「キャプテンガンダム」と名乗るのだった…。
2004 年より放送され、サンライズ初のフル 3DCG アニメとしても話題を呼ん
だ⼀味違う「SD ガンダム」ＴＶシリーズ。
＜『SD ガンダム三国伝 BraveBattleWarriors』＞
師匠の盧植ジムキャノンの軍が⻩⼱賊隊⻑の⾺元義ザクに襲われた。そこへ
駆け付けた劉備ガンダムは、伝説の剣「⿓帝剣」を覚醒させ、⾒事に⾺元義
を倒す。だが、この戦いの傷が元になり盧植は命を落としてしまうのだっ
た。悲しむ劉備は、盧植の「⿓の⽬で⾒よ」という⾔葉を胸に、⾃分の正義
を⾒つけるため旅に出る決意をする――。
2007 年に「BB 戦⼠三国伝」としてプラモデルが発売後、⽇本だけでなく⾹
港、台湾等アジアでも⼤ヒット。⽇本とアジアで累計 660 万個を販売した⼈
気プラモデルシリーズの TV アニメ化作品。2010 年より放送。

■商品概要
商品名 ︓SD ガンダム Blu-ray コレクションボックス（特装限定版）
【プレミアムバンダイ、A-on STORE 限定】
価
格︓42,900 円（税込）［39,000 円（税抜）］
発売⽇ ︓2021 年 11 ⽉ 12 ⽇
収録時間︓「機動戦⼠ SD ガンダム」401 分（本編 386 分＋映像特典 15 分）
「SD ガンダムフォース」1308 分（本編ディスク 1228 分＋特典ディスク 80 分）
「SD ガンダム三国伝 BraveBattleWarriors」692 分（本編 621 分＋映像特典 71 分）
スペック︓「機動戦⼠ SD ガンダム」リニア PCM(ステレオ)・⼀部リニア PCM(モノラル)／AVC／
BD50G×3 枚／4:3<1080p High Definition・⼀部 1080i High Definition>・

⼀部 16:9<1080p High Definition>
「SD ガンダムフォース」リニア PCM(ステレオ)／AVC／
BD50G×9 枚（本編ディスク 8 枚+特典ディスク 1 枚）／4:3<1080i High Definition>
「SD ガンダム三国伝 BraveBattleWarriors」リニア PCM(ステレオ)・
⼀部ドルビーTrueHD(5.1ch)／AVC／BD50G×4 枚／16:9<1080p High Definition>・
⼀部 16:9<1080i High Definition>
収録内容︓●機動戦⼠ SD ガンダム
・機動戦⼠ SD ガンダム MK-Ⅰ〜V
・機動戦⼠ SD ガンダムの逆襲
※機動戦⼠ SD ガンダムＭＫ－Ⅳ「SD ガンダム猛レース」は
⽋番タイトルとなっており、本商品には収録されておりません。
●機動戦⼠ SD ガンダム SD ガンダム外伝
・SD ガンダム外伝Ⅰ〜Ⅳ
●機動戦⼠ SD ガンダムまつりプラス
・機動戦⼠ SD ガンダム劇場版 武者・騎⼠・コマンド SD ガンダム緊急出撃
「武者・騎⼠・コマンド SD ガンダム緊急出撃」
「パパルの暁 第 103 話・スギナムの花嫁」
・機動戦⼠ SD ガンダムまつり
「SD コマンド戦記 ガンダムフォース SUPER GARMS
ファイナルフォーミュラーVS ノウムギャザー」
「SD 戦国伝 天下泰平編」
「SD ガンダム外伝 聖機兵物語」
●SD ガンダムフォース 全 52 話
●SD ガンダム三国伝 BraveBattleWarriors
・ ＜TV シリーズ＞ SD ガンダム三国伝 BraveBattleWarriors 全 51 話
・＜劇場版＞ 超電影版 SD ガンダム三国伝 BraveBattleWarriors
封⼊特典︓●SD ガンダムフォース 特典ディスク『ザコザコディスク』
・ザコザコアワー Special Edition
・秘蔵映像
・ノンクレジット OP・ED
・ザコザコフォース(静⽌画)
●SD ガンダム Blu-ray コレクションボックス メインスタッフ＆キャストメモリー
（ブックレット 8P）
映像特典︓●機動戦⼠ SD ガンダム
・SD ガンダム．Ｈ 過去・現在、そして未来。
・SD ガンダム百科 その⼀
・SD ガンダム百科 その⼆
・「機動戦⼠ SD ガンダムまつり」劇場予告編
●SD ガンダム三国伝 BraveBattleWarriors
・BB 戦⼠三国伝 PV1〜5（PV2 のみ韓国語、広東語、簡体語バージョンを収録）
・SD ガンダム三国伝 PV1〜2
・ノンクレジット OP・ED（第⼀期〜第四期 OP・ED／超電影版 ED／
第五⼗⼀話（終話）ED／クリスマス（2010 年 12 ⽉ 25 ⽇放送）OP）
・エンドカード集(静⽌画)
他、仕様︓●描き下ろし収納 BOX
イラスト︓横井孝⼆+かげやまいちこ（レイアップ）
バンダイナムコアーツ映像商品情報サイト「V-STORAGE」︓https://v-storage.bnarts.jp/

