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＜新商品資料＞

TV アニメ『ラブライブ︕サンシャイン!!』を劇場版とともに初 Blu-ray BOX 化

「ラブライブ︕サンシャイン!!
を３⽉２９⽇に発売

Blu-ray BOX」

既発売 Blu-ray の映像特典＆特典 CD 楽曲に加え、Aqours 録り下ろし楽曲を 1 曲収録
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︓河野 聡]は、『ラブライブ︕
サンシャイン!!』TV アニメ 1 期・2 期＆劇場版を収録した「ラブライブ︕サンシャイン!!

Blu-ray BOX」

（41,800 円／税込）を初回限定⽣産商品として 2022 年３⽉ 29 ⽇に発売します。

▲「ラブライブ︕サンシャイン!! Blu-ray BOX」（初回限定⽣産）

©2017 プロジェクトラブライブ︕サンシャイン!!
©2019 プロジェクトラブライブ︕サンシャイン!!ムービー

■「ラブライブ︕サンシャイン!! Blu-ray BOX」
（初回限定⽣産） 商品特⻑
本商品は、『ラブライブ︕サンシャイン!!』TV アニメ 1 期（2016 年 7 ⽉〜9 ⽉放送、全 13 話）
・2
期（2017 年 10 ⽉〜12 ⽉放送、全 13 話）と劇場版『ラブライブ︕サンシャイン!!The School Idol Movie
Over the Rainbow』
（2019 年１⽉公開）を７枚の Blu-ray に収録しています。
本商品の特典には、既発売 Blu-ray の特典 CD 及び法⼈特典の楽曲と、Aqours 録り下ろし楽曲 1 曲
を収録した特典 CD（６枚）を封⼊しています。更に既発売 Blu-ray に収録した映像特典に加え、YouTube

のみで公開中の「てくてく Aqours 沼津リターンズ 1 年⽣編」を初収録した特典 Blu-ray（5 枚）も封
⼊。スマホアプリの「ラブライブ︕スクールアイドルフェスティバル」で使⽤できるシリアルコード、
特製ブックレット（16P）も同梱されます。収納 BOX は、キャラクターデザイン・室⽥雄平描き下ろ
しイラストを使⽤した特製仕様です。

＜『ラブライブ︕サンシャイン!!』ストーリー＞
静岡県沼津市の海辺の町、内浦にある私⽴浦の星⼥学院。駿河湾のかたすみにある⼩さな⾼校で 2 年
⽣の⾼海千歌を中⼼とした 9 ⼈の少⼥たちが、⼤きな夢を抱いて⽴ち上がる。それは、キラキラと輝く
“スクールアイドル”になること︕ 諦めなければきっと夢は叶う――。いまはただ輝きを⽬指して、が
むしゃらに駆け抜けていこう︕
ここから彼⼥たちの「みんなで叶える物語」
（スクールアイドルプロジェクト）が始まった︕
■ラブライブ︕シリーズについて
ラブライブ︕シリーズは、⼥⼦⾼校⽣が“スクールアイドル”になり夢を叶えていくという「みんなで
叶える物語」をテーマにしたストーリーで、オールメディアでの展開を⾏っているプロジェクトです。
最初のシリーズ『ラブライブ︕』は、2010 年 6 ⽉の「電撃 Gʼs マガジン」での連載を⽪切りに、スト
ーリーに登場するスクールアイドルグループ「μ's」による⾳楽 CD のリリース、ライブイベント、スマ
ートフォン向けアプリ、TV＆劇場版アニメなど、さまざまなメディアを巻き込んだ展開を⾏いました。
2015 年からは『ラブライブ︕サンシャイン!!』とその作品内に登場するスクールアイドルグループ
「Aqours」の活動がスタート、2017 年からは「虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」が活動をスター
トし、2020 年 1 ⽉にはシリーズ最新作である『ラブライブ︕スーパースター!!』の活動がスタートし
ています。2022 年 4 ⽉から『ラブライブ︕虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』の TV アニメ 2 期が
放送予定です。
『ラブライブ︕サンシャイン!!』のスクールアイドルグループ「Aqours」は、2021 年 6 ⽉ 30 ⽇で
結成 6 周年を迎え、6 周年プロジェクト「We Are Challengers Project」で、ライブ活動やアーティス
トコラボなど、様々な展開を⾏っております。
ラブライブ︕シリーズポータルサイト︓http://www.lovelive-anime.jp/

■商品概要
商品名 ︓ラブライブ︕サンシャイン!! Blu-ray BOX （初回限定⽣産）
価
格︓41,800 円（税込）［38,000 円（税抜）］
発売⽇ ︓2022 年 3 ⽉ 29 ⽇
収録時間︓1594 分［本編ﾃﾞｨｽｸ︓756 分（本編 716 分＋映像特典 40 分）＋特典ﾃﾞｨｽｸ︓838 分］
※TV ｱﾆﾒ 1 期全 13 話＋TV ｱﾆﾒ 2 期全 13 話＋劇場版 1 作収録
スペック︓【本編ﾃﾞｨｽｸ】ﾘﾆｱ PCM(ｽﾃﾚｵ)・⼀部ﾄﾞﾙﾋﾞｰ TrueHD（5.1ch）／AVC／BD50G×7 枚／
16:9<1080p High Definition>／英語字幕付（ON・OFF 可能）
【特典ﾃﾞｨｽｸ】ﾘﾆｱ PCM(ｽﾃﾚｵ・⼀部ﾓﾉﾗﾙ)／AVC／BD50G×5 枚／
16:9<1080i High Definition>・⼀部 16:9<1080p High Definition>
封⼊特典︓●特典 CD（6 枚）
Aqours 録り下ろし楽曲を 1 曲収録︕さらに既発売の特装限定版特典 CD 楽曲、
各法⼈特典 CD 楽曲、法⼈特典のドラマ CD を付属︕
CD①︓TV アニメ 1 期 Blu-ray 特装限定版 特典 CD 楽曲＆法⼈特典 CD 楽曲
CD②︓TV アニメ 2 期 Blu-ray 特装限定版 特典 CD 楽曲＆法⼈特典 CD 楽曲
CD③︓劇場版 Blu-ray 特装限定版 特典 CD 楽曲＆法⼈特典 CD 楽曲
+Aqours 録り下ろし楽曲 1 曲「GEMSTONE “DE-A-I”」
CD④︓TV アニメ 1 期 Blu-ray 特装限定版 Amazon 全巻購⼊特典ドラマ CD
CD⑤︓TV アニメ 2 期 Blu-ray 特装限定版 Amazon 全巻購⼊特典ドラマ CD

CD⑥︓劇場版 Blu-ray 特装限定版 Amazon 全巻購⼊特典ドラマ CD
●特典ディスク（5 枚）
Blu-ray 特装限定版に収録していた映像特典を再収録。さらに YouTube のみで
公開中の「てくてく Aqours 沼津リターンズ 1 年⽣編」を初収録︕
ディスク①︓
ラブライブ︕サンシャイン!! TV アニメ放送直前特番〜私たち、輝きたい︕〜／
ラブライブ︕サンシャイン!! TV アニメ 2 期放送直前特番〜私たち、輝きたい!!〜／
『ラブライブ︕サンシャイン!!』実写映像化︕︖スペシャルムービー／
ラブライブ︕サンシャイン!!フォトセッション／初⽇舞台挨拶映像／PV 集／CM 集
ディスク②︓
ラブライブ︕サンシャイン!!てくてく Aqours（2 年⽣編／1 年⽣編／3 年⽣編）
ディスク③︓ラブライブ︕サンシャイン!!てくてく Aqours in 函館（前編／後編）／
ラブライブ︕サンシャイン!!てくてく Aqours 沼津リターンズ 1 年⽣編
ディスク④︓
ラブライブ︕サンシャイン!! Aqours スペシャル課外活動 みんな準備はできてるかい︖
〜せーので SUNSHINE!!〜／
ラブライブ︕サンシャイン!! Aqours クラブ活動 LIVE & FAN MEETING 〜Landing
action Yeah!!〜 千葉公演（2018 年 3 ⽉ 11 ⽇ 1 回⽬公演）
ディスク⑤︓ラブライブ︕サンシャイン!! Aqours クラブ活動 LIVE & FAN MEETING
2018 ユニット対抗全国ツアー 東京公演（2019 年 3 ⽉ 3 ⽇ 2 回⽬公演）
●スマホアプリ「ラブライブ︕スクールアイドルフェスティバル」限定シリアルコード
（TV アニメ 2 期 Blu-ray 特装限定版 1〜6 巻の三⽅背ケースのイラストを使⽤した
限定カード 9 枚が取得できます）
スマホアプリ「ラブライブ︕スクールアイドルフェスティバル」限定シリアルコードに
ついては、使⽤できる機種は Android 限定となります。
シリアルコードの有効期限は 2022 年 9 ⽉ 29 ⽇ 23 時 59 分までとなります。
●特製ブックレット（オールカラー16P）
映像特典︓●ノンテロップオープニング
●ノンテロップエンディング（1 期 #2、#3、#4、#5、#6、#7、#8、#10、#11、#12
／2 期 #1、#2、#4、#5、#7、#8、#10／劇場版）
●ノンテロップ版（1 期 #1・#9・#13、2 期 #3・#6・#9・#11・#12・#13）
その他 ︓●キャラクターデザイン・室⽥雄平描き下ろし特製収納 BOX
※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。

バンダイナムコアーツ映像作品情報サイト「V-STORAGE」︓https://v-storage.bnarts.jp/

