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2019 年 2 ⽉ 22 ⽇
株式会社バンダイナムコアーツ

『機動戦⼠ガンダムＵＣ』が特典満載で初 Blu-ray BOX 化

「機動戦⼠ガンダム UC Blu-ray BOX
Complete Edition」を 2 ⽉ 26 ⽇発売

【RG 1/144 ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ付属版】も同時発売

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、2010 年から
2014 年にかけてイベント上映およびパッケージ発売が⾏われた OVA『機動戦⼠ガンダム UC』全７話
を初 Blu-ray BOX 化し、Complete Edition［初回限定⽣産／60,000 円・税抜］、 Complete Edition
【RG 1/144

ユニコーンガンダム

ペルフェクティビリティ

付属版】［初回限定⽣産／65,000 円・

税抜］、通常版［18,000 円・税抜］の３アイテムで 2 ⽉ 26 ⽇に発売します。

▲

「機動戦⼠ガンダム UC Blu-ray BOX Complete Edition」
©創通・サンライズ

■「機動戦⼠ガンダム UC Blu-ray BOX Complete Edition」【初回限定⽣産】商品特⻑
本商品は、OVA 全７話を４枚の Blu-ray に収録し、ＴＶシリーズ全 22 話や各種映像特典に新規アニ
メーションＰＶも収録した特典 DISC（Blu-ray９枚）、澤野弘之が選出した 12 曲に新規収録曲 2 曲も
⼊ったニューベストサウンドトラック CD、福井晴敏書き下ろしシナリオ「獅⼦の帰還」、名シーン原画
セレクション、特製ブックレットをカトキハジメ新規描き下ろし収納ボックスに封⼊した豪華特典満載
の Blu-ray BOX 商品です。更に、劇中に登場した『ラプラスの箱』の⽯碑を再現した、本商品を収納
できる特製ボックスも付属します。
映像特典には、過去の Blu-ray＆DVD に収録された各種特典映像に加え、本編では登場しなかった“ユ
ニコーンガンダム ペルフェクティビリティ”のアクションが⾒られる新規アニメーション PV「Unti-L」
も収録されます。また⾳声特典には、内⼭昂輝（バナージ役）、藤村歩（ミネバ役）、浪川⼤輔（リディ
役）、池⽥秀⼀（フル・フロンタル役）、福井晴敏（ストーリー）が出演するオーディオコメンタリーが

新規収録されています。
■「機動戦⼠ガンダム UC Blu-ray BOX Complete Edition 【RG 1/144 ユニコーンガンダム
ペルフェクティビリティ

付属版】
」【初回限定⽣産】も同時発売

「機動戦⼠ガンダム UC Blu-ray BOX Complete Edition」に⾮売品のガンプラを付属した商品も
同時発売します。本商品に付属するガンプラは、“ユニコーンガンダム”に各種武器等を装着した特別仕
様のアイテムです。

▲

「機動戦⼠ガンダム UC
【RG 1/144

Blu-ray BOX Complete Edition

ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ

付属版】
」

■『機動戦⼠ガンダム UC』について
本作品は、サンライズが企画、作家・福井晴敏による⼩説を、サンライズにより映像化された全７話
の OVA シリーズです。1988 年に公開された劇場版『機動戦⼠ガンダム

逆襲のシャア』の３年後の世

界で、少年バナージ・リンクスの成⻑と純⽩のモビルスーツ“ユニコーンガンダム”の出会い、そして禁
忌の箱『ラプラス』をめぐる宇宙規模の抗争を描いています。
2010 年から 2014 年にかけてイベント上映及び Blu-ray＆DVD 商品の展開が⾏われ、2016 年 4 ⽉
からは OVA 全７話を全 22 話に再編集した TV シリーズ『機動戦⼠ガンダム UC

RE:0096』が放送さ

れました。
『機動戦⼠ガンダム UC』公式サイト：http://www.gundam-unicorn.net
【ストーリー】
U.C. 0096―。⼯業スペースコロニー〈インダストリアル７〉に住む少年バナージ･リンクスは、ある
⽇、オードリー・バーンと名乗る謎の少⼥と出会う。彼⼥は、ビスト財団とネオ・ジオン残党軍『袖付
き』による『ラプラスの箱』の取引を⽌めようと、単⾝⾏動を起こしたのだ。彼⼥に対し、協⼒するバ
ナージ。だが、同じく取引を妨害するため乗り込んだ地球連邦軍と『袖付き』との戦闘によりコロニー
は戦場と化してしまう。オードリーを探して戦⽕を⾛り抜けるバナージは、『ラプラスの箱』の鍵とな
る純⽩のモビルスーツ、ユニコーンガンダムとの運命的な出会いを果たす。

■商品名 ：「機動戦⼠ガンダムＵＣ Blu-ray BOX Complete Edition」【初回限定⽣産】
価
格：60,000 円（税抜）
発売⽇ ：2019 年 2 ⽉ 26 ⽇

収録時間：1707 分（本編 DISC:446 分［本編：437 分+映像特典：9 分］+特典 DISC:1261 分）
スペック：【本編 DISC】ﾄﾞﾙﾋﾞｰ TrueHD(5.1ch)・ﾄﾞﾙﾋﾞｰﾃﾞｼﾞﾀﾙ(ｽﾃﾚｵ)／AVC／BD50G×4 枚／
16:9<1080p High Definition>／⽇本語・英語・中国語繁体字(台湾・⾹港)字幕付
(ON・OFF 可能) ※⽇本語・英語⾳声収録
【特典 DISC1〜4】ﾘﾆｱ PCM(ｽﾃﾚｵ)／AVC／BD50G×4 枚／
16:9<1080p High Definition>／⽇本語字幕付(ON・OFF 可能) ※⽇本語・英語⾳声収録
【特典 DISC5〜9】ﾘﾆｱ PCM(ｽﾃﾚｵ)・⼀部ﾄﾞﾙﾋﾞｰ TrueHD(5.1ch)・ﾄﾞﾙﾋﾞｰﾃﾞｼﾞﾀﾙ(ｽﾃﾚｵ)／
AVC／BD50G×5 枚／16:9<1080p High Definition>・
⼀部 16:9<1080i High Definition>
封⼊特典：●『ラプラスの箱』⽯碑⾵収納ボックス ●福井晴敏書き下ろしシナリオ『獅⼦の帰還』
（30
ｐ）※「リディ・マーセナス」を主⼈公に本編後の出来事を描いたシナリオ ●ニューベ
ストサウンドトラック CD（澤野弘之が新たに選出した 12 曲に加え、CD 新規収録曲を 2
曲収録） ●名シーン原画セレクション（36P） ●特製ブックレット（60P）
特典 DISC：【DISC1〜4】●TV シリーズ『機動戦⼠ガンダムＵＣ RE:0096』（全 22 話）
【DISC5】●episode 1〜7 各ダイジェスト集 ●episode 1〜7 各プロモーション映像
●episode 1〜7 ＴＶＣＭ集 ●episode 1〜7 各ハイライト集
【DISC6】●機動戦⼠ガンダムＵＣ FILM＆LIVE 2012 Readerʻs Theater“hand in hand”
（トークショーパート含む完全収録版）
●機動戦⼠ガンダムＵＣ making of episode 6
●episode 6 Blu-ray 初回限定版 FILM&LIVE 2012 プロモーション映像
【DISC7】 ●episode EX｢百年の孤独｣【完全版】
●｢ガンダム 35 周年特別番組 UC 宇宙の記憶」（ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ:松⽥凌／出演:内⼭昂輝､
藤村歩､池⽥秀⼀､古⾕徹､福井晴敏､澤野弘之､富野由悠季）
●⼩説｢機動戦⼠ガンダムＵＣ｣プロモーション映像（2007 年）
【DISC8】●初⽇舞台挨拶集 episode 1〜3 ●「⾚の肖像」序幕、 ⼀幕、 三幕
●改暦セレモニー記念演説
【DISC9】 ●初⽇舞台挨拶集 episode 4〜7 ●episode EX 「百年の孤独」
【劇場上映版】
●ミネバ・ラオ・ザビ <メガラニカ> における演説 ●ＯＶＡ本編 コンテ集（静⽌画）
［新規収録映像］
●DVD-BOX プロモーション映像 ●DVD-BOX TV-CM ●Blu-ray BOX TV-CM
●「UNICORN」ミュージックビデオ ●「MGUC」ミュージックビデオ
※オリジナルサウンドトラックのハイレゾ⾳源購⼊特典映像 2 曲を収録
●『機動戦⼠ガンダムＵＣ』 全話ダイジェスト〜バナージの旅路〜
●PERFECTIBILITY SPECIAL MOVIE「Unti-L」※ 本編では登場しなかった
「ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ」のアクションが⾒られる
新規アニメーションＰＶ
⾳声特典：●新規収録オーディオコメンタリー［出演：内⼭昂輝（バナージ役）、藤村歩（ミネバ役）、
浪川⼤輔（リディ役）、池⽥秀⼀（フル・フロンタル役）、福井晴敏（ストーリー）
］
●オーディオコメンタリーアーカイブ ※BD-LIVE サービス⽤に 2015 年 3 ⽉ 30 ⽇まで
配信されたオーディオコメンタリーを収録
●『機動戦⼠ガンダムユニコーン RE:0096』副⾳声アーカイブ
※TV シリーズ放送時の副⾳声を収録
その他 ：●カトキハジメ新規描き下ろし収納ボックス ●デジジャケット
※通常版［18,000 円・税抜］も同⽇発売となります。
※初回限定⽣産の商品は、予約締切⽇以降については、ご注⽂をお受けできない場合がございます。
【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

