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2022 年 1 ⽉ 26 ⽇ 
株式会社バンダイナムコアーツ 

”スパロボ参戦”で話題沸騰のアニメ『ナイツ＆マジック』が待望の Blu-ray BOX 化 

「ナイツ＆マジック Blu-ray BOX」を１⽉２６⽇発売 
これまでの映像特典・⾳声特典を全て収録し、原作・天酒之瓢書き下ろしミニ⼩説の他、
新規インタビュー掲載の 100 ページ特製ブックレット、2 枚組サントラ CD を封⼊ 
 
エル役・⾼橋李依新録ボイスと、コミカライズ担当・加藤拓弐描き下ろし漫画による 

スペシャルボイスコミック「エルのひとり応援上映会」も公開 
 

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、2017 年に放送
された TV アニメ『ナイツ＆マジック』の全 13 話を、各種映像特典、⾳声特典とともに Blu-ray3 枚
に収録し、ミニ⼩説やブックレット、サウンドトラック CD を封⼊し BOX 化した「ナイツ＆マジック 
Blu-ray BOX」を 2022 年 1 ⽉ 26 ⽇に発売します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲ナイツ＆マジック Blu-ray BOX（特装限定版） 
©天酒之瓢・主婦の友社/ナイツ＆マジック製作委員会 

 
■ナイツ＆マジック Blu-ray BOX（特装限定版） 商品特⻑ 

本商品には、封⼊特典として、原作・天酒之瓢による書き下ろしミニ⼩説「陛下に報告しよう」（8P）、
既発売 Blu-ray 商品の特典として収録した各種インタビューに加え、「原作・天酒之瓢×監督・⼭本裕介
ロングインタビュー」、「美術監督・益⽥健太×監督・⼭本裕介ロングインタビュー」などの新規インタ
ビューも収録した特製ブックレット（カラー100P）、オリジナルサウンドトラック CD「The Heroic Epic」
（２枚）が付属します。また、既発売 Blu-ray 商品に収録した特番や PV、CM などの各種映像特典、キ
ャスト＆スタッフによるオーディオコメンタリーをすべて再収録しています。更に、メカニックデザイ
ン・天神英貴による描き下ろしイラストを使⽤した特製デジジャケット、キャラクターデザイン・桂 憲
⼀郎とメカニックデザイン・天神英貴による描き下ろしイラストを使⽤した BOX に収納されます。 

 
 



■スペシャルボイスコミック「エルのひとり応援上映会」 
Blu-ray BOX 発売を記念して、エルネス

ティ・エチェバルリア役の⾼橋李依による新
録ボイスと、ヤングガンガンにて連載中のコ
ミカライズ「ナイツ＆マジック」を⼿掛ける
加藤拓弐による描き下ろし漫画による、スペ
シャルボイスコミック「エルのひとり応援上
映会」を YouTube BANDAI NAMCO Arts 
Channel にて公開いたしました。 

URL https://youtu.be/ljJbLofRaaM 
  （※1 ⽉ 26 ⽇（⽔）AM11 時公開） 

 ©天酒之瓢・主婦の友社/ナイツ＆マジック製作委員会 
 
■『ナイツ＆マジック』について 
 本作品は、無類のロボットヲタクだった⻘年が、主⼈公エルネスティ・エチェバルリアとして異世
界に転⽣し、理想のロボット作りを⾏う異世界ロボットファンタジーです。天酒之瓢による原作は、
⼩説投稿サイト「⼩説家になろう」発のライトノベルで、現在「ヒーロー⽂庫」より 11 巻まで刊⾏さ
れており、「ヤングガンガン」連載中のコミカライズ作品は 16 巻まで刊⾏中。⼩説＆コミックスのシ
リーズ累計発⾏部数は 300 万部を突破しています。 

2017 年に放送された TV アニメ（全 13 話）は、監督に⼭本裕介、シリーズ構成に横⼿美智⼦、キ
ャラクターデザインに桂憲⼀郎、その他、天神英貴、宮武⼀貴ら豪華スタッフが参加しています。 

2021 年 10 ⽉に発売されたバンダイナムコエンターテインメントの⼈気ゲームソフト「スーパーロ
ボット⼤戦 30」に、『ナイツ＆マジック』が新規参戦したことも話題となりました。 

 
                 ＜ストーリー＞ 

凄腕プログラマーにして重度のロボットヲタクの⻘年が転⽣したのは、巨⼤ロボット「幻晶騎⼠＝シ
ルエットナイト」が⼤地を揺るがす騎⼠と魔法の異世界だった︕︖エルネスティ・エチェバルリアと
して⽣まれ変わった彼は、豊富なメカ知識とプログラマーの才能を活かして、理想のロボット作りを
スタート。だが、その⾏動が予期せぬ事態に発展して……︕︖ロボットヲタクの野望が、異世界を変
える︕︕  
 

『ナイツ＆マジック』TV アニメ公式サイト︓http://www.knights-magic.com/ 
 
■商品概要 

商品名 ︓ナイツ＆マジック Blu-ray BOX（特装限定版） 
発売⽇ ︓2022 年 1 ⽉ 26 ⽇     
価  格︓27,500 円（10％税込）［25,000 円（税抜）］ 
収録時間︓448 分［本編︓319 分+映像特典︓129 分］ ※13 話収録 
スペック︓ﾘﾆｱ PCM(ｽﾃﾚｵ)／AVC／BD50G×3 枚／16:9<1080p High Definition>・ 

⼀部 16:9<1080i High Definition> 
封⼊特典︓●原作・天酒之瓢書き下ろしミニ⼩説「陛下に報告しよう」（8P） 

●特製ブックレット（カラー100P） 
      ○原作・天酒之瓢×監督・⼭本裕介ロングインタビュー ［新規特典］ 
      ○美術監督・益⽥健太×監督・⼭本裕介ロングインタビュー ［新規特典］ 
      ○キャラクターデザイン・桂 憲⼀郎×監督・⼭本裕介ロングインタビュー 
      ○メカニックデザイン・天神英貴×監督・⼭本裕介ロングインタビュー 
      ○コンセプトデザイン・宮武⼀貴×監督・⼭本裕介ロングインタビュー 

 ○キャラクター設定集  ○メカニック設定集  ○各話解説 
※「キャラクターデザイン・桂 憲⼀郎×監督・⼭本裕介ロングインタビュー」 



「メカニックデザイン・天神英貴×監督・⼭本裕介ロングインタビュー」 
「コンセプトデザイン・宮武⼀貴×監督・⼭本裕介ロングインタビュー」 
は過去に発売した商品（BCXA-1292 〜 BCXA-1294）に収録されていた特典の再
収録となります 

●『ナイツ＆マジック』オリジナルサウンドトラック CD「The Heroic Epic」（２枚） 
※CD の内容は既発売商品(LACA-9536 〜 LACA-9537)と同じです 

 映像特典︓●特番「第 1 話 ⼤事なことなのでもう⼀度放送しますスペシャル︕」 
［出演者］⾼橋李依（エルネスティ・エチェバルリア役）、⼭本裕介（監督）、 

天神英貴（メカニックデザイン） 
●完全版「ライヒアラ騎操⼠学園＜ナイツマ講座＞〜世界観編〜」 

       ［出演者］⾼橋李依（エルネスティ・エチェバルリア役）、⼤橋彩⾹（アデルトルー
ト・オルター役）、菅原慎介（アーキッド・オルター役）、内匠靖明（エドガー・C・
ブランシュ役）／ナレーション︓伊丸岡 篤（ダーヴィド・へプケン役） 
※2017 年 7 ⽉ 29 ⽇にニコニコ⽣放送にて配信された特番 

「ライヒアラ騎操⼠学園＜ナイツマ講座＞〜世界観編〜」に、 
特別授業「ダーツ＆マジック」を加えた再編集版 

●特番「ライヒアラ騎操⼠学園＜ナイツマ講座＞〜ロボット編〜」 
［出演者］⾼橋李依（エルネスティ・エチェバルリア役）、内匠靖明（エドガー・C・
ブランシュ役）／ナレーション︓伊丸岡 篤（ダーヴィド・へプケン役） 

●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 
●PV 第 1 弾  ●PV 第 2 弾  ●エルと叫ぼう︕ロボット愛︕︕PV 
●エルと叫ぼう︕ロボット愛︕︕PV〜誕⽣、イカルガ編〜 
●エルと叫ぼう︕ロボット愛︕︕PV〜幻晶騎⼠、サイコー編〜 ［新規特典］ 
●番宣 CM［15 秒 Ver./30 秒 Ver.］ 
●Blu-ray 第 1 巻発売告知 CM［15 秒 Ver./30 秒 Ver.］ 
●Blu-ray シリーズ発売告知 CM［15 秒 Ver./30 秒 Ver.］ 
●Blu-ray BOX 発売告知 CM［15 秒 Ver.］ ［新規特典］ 

      ●WEB 予告（第 2 章/第 3 章/第 4 章/第 5 章/第 6 章/第 7 章/第 8 章/第 9 章/第 10 章/ 
第 11 章/第 12 章/終章） 
※「エルと叫ぼう︕ロボット愛︕︕PV〜幻晶騎⼠、サイコー編〜」 

「Blu-ray BOX 発売 告知 CM［15 秒 Ver.］」以外の映像特典は、 
過去に発売した商品（BCXA-1292 〜 BCXA-1294）に収録されていた 
映像特典の再収録となります 

⾳声特典︓●第 3 章オーディオコメンタリー 
      ［出演者］⼭本裕介（監督）、⾼橋李依（エルネスティ・エチェバルリア役）、 

⼤橋彩⾹（アデルトルート・オルター役）、菅原慎介（アーキッド・オルター役） 
●第 6 章オーディオコメンタリー 

［出演者］⼭本裕介（監督）、⾼橋李依（エルネスティ・エチェバルリア役）、藤原
夏海（バトソン・テルモネン役）、伊丸岡 篤（ダーヴィド・ヘプケン役） 

●第 12 章オーディオコメンタリー 
［出演者］⼭本裕介（監督）、吉本⼀貴（CG アニメーション）、 

⻑川 準（CG モデリング） 
●終章オーディオコメンタリー［スタッフ編］ 

［出演者］⼭本裕介（監督）、天神英貴（メカニックデザイン）、 
益⽥健太（美術監督） 

●終章オーディオコメンタリー［キャスト編］ 
［出演者］⾼橋李依（エルネスティ・エチェバルリア役）、内匠靖明（エドガー・C・
ブランシュ役）、興津和幸（ディートリヒ・クーニッツ役）、伊藤 静（ヘルヴィ・オ
ーバーリ役） 
※各オーディオコメンタリーは、過去に発売した商品 



（BCXA-1292 〜 BCXA-1294）に収録されていた⾳声特典の再収録となります 
他、仕様︓●メカニックデザイン・天神英貴描き下ろし特製デジジャケット 

●キャラクターデザイン・桂 憲⼀郎／メカニックデザイン・天神英貴 
描き下ろし三⽅背ケース 

 
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/ 
 
 


