
 

 

 
 
 
＜新商品資料＞                               2022 年 9 ⽉ 27 ⽇ 

株式会社バンダイナムコフィルムワークス 

40 周年イヤーを迎えた「マクロス」シリーズ最新作 

『劇場版マクロスΔ 絶対 LIVE!!!!!! /  
劇場短編マクロス F 〜時の迷宮〜』 

Blu-ray & DVD を９⽉２８⽇に発売 
ワルキューレ LIVE チケット先⾏申込シリアルコードを封⼊ 

 
株式会社バンダイナムコフィルムワークス［代表取締役社⻑︓浅沼 誠、本店所在地︓東京都渋⾕

区］は、2021 年 10 ⽉ 8 ⽇に全国公開された『劇場版マクロスΔ 絶対 LIVE!!!!!!』および同時上映
『劇場短編マクロス F 〜時の迷宮〜』の本編を 1 枚のディスクに収録した、『劇場版マクロスΔ 絶対
LIVE!!!!!! / 劇場短編マクロス F 〜時の迷宮〜』の Blu-ray（9,680 円／税込）＆DVD（8,580 円／
税込）を 9 ⽉ 28 ⽇に発売します。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
特設サイト︓https://v-storage.bnarts.jp/sp-site/macross_delta/ 

 
■『劇場版マクロスΔ 絶対 LIVE!!!!!! / 劇場短編マクロス F 〜時の迷宮〜』 

Blu-ray＆DVD（特装限定版） 商品特⻑ 
本商品は、今年40周年イヤーを迎えた「マクロス」シリーズ最新作『劇場版マクロスΔ 絶対LIVE!!!!!!』

同時上映『劇場短編マクロス F 〜時の迷宮〜』の本編を 1 枚のディスクに収録、さらに『マクロスΔ』
と『マクロス F』の世界を深堀できる豪華特典満載のコレクターズ仕様です。 

▲『劇場版マクロスΔ 絶対 LIVE!!!!!! / 劇場短編マクロス F 〜時の迷宮〜』（特装限定版）Blu-ray 
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封⼊特典として、2023 年 5 ⽉に開催予定のライブ『ワルキューレ FINAL LIVE TOUR 2023 〜Last 
Mission〜』のチケット先⾏申込シリアルコードが同梱されるほか、2020 年 10 ⽉ 3 ⽇に配信された無
観客ライブ「#エアワルキューレ プレミアム LIVE TOUR 2020 〜ワルキューレはあきらめない〜」
の映像や、2021 年の劇場公開時に⾏われた舞台挨拶の模様等を収録した特典ディスク、河森正治監督
をはじめ、菅野よう⼦など豪華スタッフ＆キャストのインタビューが盛りだくさんの特製ブックレット
（52P）が付属します。 

さらに、⾳声特典として、『劇場版マクロスΔ 絶対 LIVE!!!!!!』は、河森正治監督、鈴⽊みのり（フレ
イア・ヴィオン役）ら戦術⾳楽ユニット“ワルキューレ”キャストや、内⽥雄⾺（ハヤテ・インメルマン
役）を中⼼とするパイロット役のキャストが出演する、3 部構成のスタッフ&キャストオーディオコメ
ンタリーを、『劇場短編マクロス F 〜時の迷宮〜』は、中島愛（ランカ・リー役）、遠藤綾（シェリル・
ノーム役）が出演するキャストオーディオコメンタリーを収録しています。 
 デジジャケットは、マクロスビジュアルアーティスト 天神英貴書き下ろし仕様で、収納ケースは『マ
クロスΔ』キャラクター原案＜実⽥千聖（CAPCOM）＞×『マクロス F』キャラクターデザイン＜江端⾥
沙＞描き下ろしによる両 A ⾯スペシャル仕様です。 
 

＜ストーリー＞ 
・『劇場版マクロスΔ 絶対 LIVE!!!!!!』 

⻄暦 2068 年。銀河辺境のウィンダミア王国と新統合政府の紛争は、ハヤテやミラージュの所属する
バルキリー隊と戦術⾳楽ユニット“ワルキューレ”の歌の⼒により鎮静化した。ワルキューレは、フレイ
アの故郷ウィンダミアで、停戦記念 LIVE を開催することとなったが―。 
・『劇場短編マクロス F 〜時の迷宮〜』 

「劇場版マクロス F〜サヨナラノツバサ〜」(2011 年)以来、待望の完全新作短編ストーリー。菅野よ
う⼦プロデュースによる最新曲「時の迷宮」がふたたびフロンティアの世界へといざなう。 

 
■『マクロスΔ（マクロス デルタ）』について 

2016 年 4 ⽉から 9 ⽉に TV アニメ『マクロスΔ』全 26 話が放送。キャラクターたちによる⼈間味
溢れるドラマ、バルキリー同⼠の迫⼒の空中戦、歌姫たちのライブシーンなどが注⽬され⼈気とな
り、2018 年 2 ⽉には、TV アニメシリーズを再構成し新作カット追加した劇場アニメーション『劇場
版マクロスΔ 激情のワルキューレ』が全国公開。2021 年 10 ⽉ 8 ⽇に完全新作『劇場版マクロスΔ 
絶対 LIVE!!!!!!』が全国ロードショーとなりました。 
 
■『マクロス F（マクロスフロンティア）』について 
 2008 年 4 ⽉から 9 ⽉まで放送された全 25 話の TV アニメ『マクロス F』。従来のマクロスシリーズ
の“可変戦闘機・バルキリーのアクション”、“歌”、“三⾓関係の恋愛”の要素はそのままに、“対照的な
ダブルヒロイン“、”学園ストーリー“を取り⼊れた従来にはないストーリーが⼈気を呼びました。本作
をベースに、ストーリーや設定を再構築した劇場版⼆部作の前編『劇場版 マクロス F 虚空歌姫〜イツ
ワリノウタヒメ〜』 は 2009 年 11 ⽉に後編『劇場版 マクロス F 恋離⾶翼〜サヨナラノツバサ〜』
は 2011 年 2 ⽉に公開され、合計 92 万⼈を動員する⼤ヒットを記録しました。 
 
■商品概要 
商品名 ︓『劇場版マクロスΔ 絶対 LIVE!!!!!! / 劇場短編マクロス F 〜時の迷宮〜』（特装限定版） 
価  格︓【Blu-ray】9,680 円（税込）、［8,800 円（税抜）］ 

【DVD】8,580 円（税込）、［7,800 円（税抜）］ 
発売⽇ ︓2022 年 9 ⽉ 28 ⽇ 
収録時間︓299 分（本編ディスク︓124 分＋特典ディスク︓175 分） 
スペック︓【Blu-ray】 

本編ﾃﾞｨｽｸ︓DTS-HD Master Audio(5.1ch)・ﾘﾆｱ PCM(ｽﾃﾚｵ)／AVC／BD50G／ 
16︓9<1080p High Definition>／⽇本語・英語字幕付（ON・OFF 可能） 

特典ﾃﾞｨｽｸ︓ﾘﾆｱ PCM(ｽﾃﾚｵ)／AVC／BD50G／ 
16︓9<1080i High Definition>・⼀部 16︓9<1080p High Definition> 



     【DVD】 
     本編ﾃﾞｨｽｸ︓ﾄﾞﾙﾋﾞｰﾃﾞｼﾞﾀﾙ(5.1ch・ｽﾃﾚｵ)／⽚⾯ 2 層／16︓9(ｽｸｲｰｽﾞ)／ﾋﾞｽﾀｻｲｽﾞ／ 

⽇本語・英語字幕付（ON・OFF 可能） 
特典ﾃﾞｨｽｸ︓ﾄﾞﾙﾋﾞｰﾃﾞｼﾞﾀﾙ(ｽﾃﾚｵ)／⽚⾯ 2 層／16︓9(ｽｸｲｰｽﾞ)／ﾋﾞｽﾀｻｲｽﾞ 

封⼊特典︓●『ワルキューレ FINAL LIVE TOUR 2023 〜Last Mission〜』 
チケット先⾏申込シリアルコード 
※出演者は予告なく変更になる場合もございます。予めご了承ください。 
※詳細は、マクロス公式サイト https://macross.jp/をご確認ください。 

●特典ディスク 
・#エアワルキューレ プレミアム LIVE TOUR 2020 〜ワルキューレはあきらめない〜 

 ※延期となった「ワルキューレ LIVE TOUR 2020」で予定していた 
最終⽇ 8 ⽉ 22 ⽇（⼟）に Zepp Tokyo で収録された無観客ライブ 

 ・『劇場版マクロスΔ 絶対 LIVE!!!!!!』公開記念舞台挨拶(2021 年 10 ⽉ 10 ⽇) 
  (出演︓鈴⽊みのり、⼩清⽔亜美、JUNNA、安野希世乃、東⼭奈央、⻄⽥望⾒、

KENN) 
 ・『劇場版マクロスΔ 絶対 LIVE!!!!!!』⼤ヒット御礼舞台挨拶(2021 年 10 ⽉ 23 ⽇) 
  (出演︓内⽥雄⾺、鈴⽊みのり、速⽔奨) 
 ・『劇場版マクロスΔ 絶対 LIVE!!!!!!』絶対ネタバレ舞台挨拶(2021 年 11 ⽉ 13 ⽇) 
  (出演︓根元歳三（脚本）、村元修⾝（アニメーションプロデューサー）、安野希世乃) 
 ・げきじょうばんでるた⼩劇場 
  「みらーじゅ⽇記 マックスおじいさま」 

（CAST ミラージュ︓瀬⼾⿇沙美、マックス︓速⽔ 奨） 
  「⾏け︕空中騎⼠団 ルンの花まんじゅう」 
   （CAST ボーグ︓KENN、テオ・ザオ︓峰岸 佳、カナメ︓安野希世乃、 

レイナ︓東⼭奈央、マキナ︓⻄⽥望⾒、マックス︓速⽔ 奨） 
 「ふろんてぃあな⽇々」 

   （CAST ランカ︓中島 愛、シェリル︓遠藤 綾、フレイア︓鈴⽊みのり、 
美雲︓⼩清⽔亜美、カナメ︓安野希世乃） 

 ・特報・PV・CM 
  「劇場版マクロスΔ 絶対 LIVE!!!!!!」PV 
  「劇場短編マクロス F〜時の迷宮〜」PV 
  「劇場版マクロスΔ 絶対 LIVE!!!!!!」パッケージ CM 
  「劇場短編マクロス F〜時の迷宮〜」パッケージ CM 
●特製ブックレット（52P） 
 ・「唇の凍傷」ライブシーンメイキング座談会 

河森正治（監督）×ヤマトナオミチ（副監督）×菅野将太（ジェットスタジオ） 
×塚元信（ジェットスタジオ） 

 ・「絶対 LIVE!!!!!!」で紐解く⾳楽の世界 
河森正治（監督）×福⽥正夫（⾳楽プロデューサー）／ 

  コモリタミノル×福⽥正夫（⾳楽プロデューサー）／ 
  加藤裕介×福⽥正夫（⾳楽プロデューサー）／ 
  岩⾥祐穂／唐沢美帆／椿⼭⽇南⼦／ 
 ・キャラクターデザインコメンタリー／まじろ／丸藤広貴 
 ・メカニカルデザインコメンタリー／天神英貴（マクロスビジュアルアーティスト） 
 ・「時の迷宮」スペシャル座談会／河森正治（監督）×菅野よう⼦×中島愛×Mayʼn 

⾳声特典︓●スタッフ&キャストオーディオコメンタリー 
      『劇場版マクロスΔ 絶対 LIVE!!!!!!』 
       出演︓第 1 部 河森正治、鈴⽊みのり、⼩清⽔亜美、瀬⼾⿇沙美 
          第 2 部 内⽥雄⾺、森川智之、速⽔奨 
          第 3 部 JUNNA、安野希世乃、東⼭奈央、⻄⽥望⾒ 



      『劇場短編マクロス F 〜時の迷宮〜』 
       出演︓中島愛、遠藤綾 
仕様  ︓●両 A ⾯スペシャル仕様描き下ろし収納ケース 

 (『マクロスΔ』キャラクター原案＜実⽥千聖（CAPCOM）＞ 
×『マクロス F』キャラクターデザイン＜江端⾥沙＞) 

●マクロスビジュアルアーティスト＜天神英貴＞描き下ろしデジジャケット 
●⽇本語・英語字幕付(ON･OFF 可能)※字幕は本編のみ収録 

発売・販売元︓バンダイナムコフィルムワークス 
 
バンダイナムコフィルムワークス 
エモーション＆バンダイビジュアルレーベルサイト「V-STORAGE」︓https://v-storage.bnarts.jp/ 
 

マクロス公式ポータルサイト https://macross.jp/ 
 
 
 


