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2018 年 12 ⽉ 13 ⽇
株式会社バンダイナムコアーツ

ガルパン TV シリーズ＆OVA の⾳響を 5.1ch に再編集し初 BD-BOX 化

「ガールズ＆パンツァー TV&OVA 5.1ch
Blu-ray Disc BOX」を 12 ⽉ 21 ⽇に発売

映像特典に⾳響チーム座談会や新作「不肖・秋⼭優花⾥の戦⾞講座」を収録
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、アニメ『ガー
ルズ＆パンツァー』TV シリーズ全 12 話と OVA『これが本当のアンツィオ戦です！』の⾳響を 5.1ch
化したパワーアップ仕様の Blu-ray BOX「ガールズ＆パンツァー TV&OVA 5.1ch Blu-ray Disc BOX」
を 12 ⽉ 21 ⽇に発売します。

▲ガールズ＆パンツァー

TV&OVA 5.1ch Blu-ray Disc BOX

©GIRLS und PANZER Projekt

■「ガールズ＆パンツァー TV&OVA 5.1ch Blu-ray Disc BOX」商品特⻑
本商品は、TV アニメ『ガールズ＆パンツァー』
（全 12 話）と OVA『これが本当のアンツィオ戦です！』
の効果⾳を全て再制作し、⾳響を 5.1ch 化した、初 Blu-ray BOX 商品です。
映像特典には⾳響チームによる座談会や、「不肖・秋⼭優花⾥の戦⾞講座」の新作、ChouCho×佐咲
紗花によるデュエット新曲「Still a long way to go」のイメージミュージックビデオなどを収録してい
ます。また、⾳声特典には、キャストとミリタリースタッフによる 2 種類のコメンタリーを全話分新規
収録。キャストコメンタリーでは、TV シリーズ登場のチーム、対戦校のメインキャストがそれぞれ参
加しています。

本編⾳声は、
“DTS Headphone:X”でも収録されており、市販のヘッドフォンや、イヤフォンを使⽤す
ることで、5.1ch の⾳場感をお楽しみいただけます。

■『ガールズ＆パンツァー』について
TV アニメ『ガールズ＆パンツァー』は、2012 年 10 ⽉から 2013 年 3 ⽉に放送された⼤ヒットを記
録したオリジナルアニメーションです。茶道・華道と同じく、戦⾞を使った武道「戦⾞道」が存在する
世界で繰り広げられる、⼥⼦⾼⽣たちの成⻑物語で、リアリティのある戦⾞描写が注⽬され、絶⼤な⽀
持を得ました。2015 年 7 ⽉には、TV シリーズ本編では描かれなかったサイドストーリーを OVA（オ
リジナル・ビデオ・アニメーション）
『ガールズ＆パンツァー これが本当のアンツィオ戦です！』とし
て発売し、好評を博しました。
2015 年 11 ⽉にはＴＶシリーズのその後を描く、完全新作『ガールズ＆パンツァー 劇場版』が公開
され、１年に及ぶロングランヒットを記録、興⾏収⼊ 24 億円、観客動員数 140 万⼈を突破しています。
更に 2017 年 12 ⽉には『ガールズ＆パンツァー 最終章 第１話』が劇場上映され、その続きを描く最
新作『ガールズ＆パンツァー 最終章 第２話』は、2019 年 6 ⽉ 15 ⽇に劇場上映開始予定です。
【TV アニメ『ガールズ＆パンツァー』 ストーリー】
戦⾞を使った武道「戦⾞道」が華道や茶道と並んで⼤和撫⼦のたしなみとされている世界。県⽴⼤洗
⼥⼦学園に転校⽣・⻄住みほがやってきた。戦⾞道が嫌いで、戦⾞道のない⼤洗⼥⼦を選んだみほ。と
ころが転校そうそう⽣徒会⻑に呼び出され、必修選択科⽬で戦⾞道を選択し、戦⾞道全国⼤会に出場す
るよう強要される。しかも、集まったメンバーは個性派ばかり。華道家元の娘の五⼗鈴華、恋に恋する
武部沙織、戦⾞マニアの秋⼭優花⾥、朝に弱い優等⽣の冷泉⿇⼦――。友達とのフツーの⼥⼦⾼⽣活を
夢⾒るみほの、ささやかな願いは叶うのか―？

■商品概要
商品名 ：ガールズ＆パンツァー TV&OVA 5.1ch Blu-ray Disc BOX[特装限定版]
価
格：25,000 円（税抜）
発売⽇ ：2018 年 12 ⽉ 21 ⽇
収録時間：478 分（本編 372 分＋映像特典 151 分）
スペック：DTS-HD Master Audio（5.1ch）・ﾘﾆｱ PCM（ｽﾃﾚｵ）
・ﾄﾞﾙﾋﾞｰﾃﾞｼﾞﾀﾙ（ｽﾃﾚｵ）
・
DTS-HD Master Audio(DTS Headphone:X)／AVC／BD50G×4 枚／
16:9<1080p High Definition>／バリアフリー対応⽇本語字幕付（ON・OFF 可能）
※本編は新規 5.1ch ⾳声および、新規 5.1ch ⾳声のダウンミックス版 2ch ⾳声を収録
映像特典：●⾳響チーム座談会
出演：岩浪美和（⾳響監督）、⼭⼝貴之（録⾳調整）、⼩⼭恭正（⾳響効果）、
杉⼭ 潔（プロデューサー）
●「不肖・秋⼭優花⾥の戦⾞講座〜EXTRA〜」（新作）
●ChouCho×佐咲紗花 デュエット新曲「Still a long way to go」
イメージミュージックビデオ
●TV 版 BD・DVD 第 1 巻〜第 6 巻収録特典 OVA（⾳声 2ch）
●ノンクレジット OP・ED（⾳声 2ch）
⾳声特典：●キャストコメンタリー
＜出演＞
第 1 話：あんこうチーム（渕上 舞、茅野愛⾐、尾崎真実、中上育実、井⼝裕⾹）
第 2 話：カメさんチーム（福圓美⾥、⾼橋美佳⼦、植⽥佳奈）
第 3 話：カバさんチーム（仙台エリ、森⾕⾥美、井上優佳、⼤橋歩⼣）
第 4 話：聖グロリアーナ⼥学院（喜多村英梨、⽯原 舞）
第 5 話：ウサギさんチーム（⽵内仁美、中⾥ 望、⼩松未可⼦、多⽥このみ、
⼭岡ゆり、秋奈）
第 6 話：サンダース⼤学付属⾼校（川澄綾⼦、伊瀬茉莉也、平野 綾）

第 7 話：アヒルさんチーム＆カモさんチーム（菊地美⾹、吉岡⿇耶、桐村まり、中村 桜、
井澤詩織）
第 8 話：レオポンさんチーム（⼭本希望、⽯原 舞、⾦元寿⼦、喜多村英梨）
第 9 話：プラウダ⾼校（⾦元寿⼦、上坂すみれ）
第 10 話：アリクイさんチーム（葉⼭いくみ、倉⽥雅世、上坂すみれ）
第 11 話：⿊森峰⼥学園（⽥中理恵、⽣天⽬仁美）
第 12 話：あんこうチーム（渕上 舞、茅野愛⾐、尾崎真実、中上育実、井⼝裕⾹）
OVA：アンツィオ⾼校（吉岡⿇耶、早⾒沙織、⼤地 葉）
●ミリタリーコメンタリー
＜出演＞
鈴⽊貴昭（考証・スーパーバイザー／全話出演）、岡部いさく（軍事評論家／全話出演）
、
⽥村尚也（軍事監修／第 1 話、第 2 話、第 11 話、第 12 話 出演）、
吉川和篤（軍事監修／第 3 話、第 7 話、OVA『アンツィオ戦』 出演）、
丹⽻和夫（戦⾞研究家／第 4 話、第 5 話、第 6 話 出演）
、
齋⽊伸⽣（軍事監修／第 8 話、第 9 話、第 10 話 出演）、
杉⼭ 潔（プロデューサー／全話出演）
●DTS Headphone:X 本編⾳声）
封⼊特典：●特製ブックレット（40P）
その他 ：●キャラクター原案・島⽥フミカネ描き下ろし BOX 仕様
●アニメ描き下ろしジャケット（2 種）
●バリアフリー対応⽇本語字幕付き（ON・OFF 可能）

『ガールズ＆パンツァー』TV シリーズ＆OVA＆「劇場版」公式サイト：http://girls-und-panzer.jp
バンダイナムコアーツ映像作品情報サイト「V-STORAGE」
https://v-storage.bandaivisual.co.jp/
【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

