
 

 

 

                                     2023 年 3 月 22 日 

株式会社バンダイナムコフィルムワークス 

 

『マクロス』シリーズ 40 周年／『マクロス F』15 周年記念商品 

「マクロス F Blu-ray Box」3 月 24 日に発売 
 封入特典の特典ディスクには、豪華座談会を２本収録 

収納ケースはキャラクターデザイン＜江端里沙＞描き下ろし 
 

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

区］は、2008 年に TV 放送されたアニメ『マクロスＦ』TV シリーズ全話を収録した「マクロス F 

Blu-ray Box」（特装限定版：27,500 円／税込）を 2023 年 3 月 24 日に発売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「マクロス F Blu-ray Box」（特装限定版） 商品特長 

本商品は、TV アニメ『マクロス F』本編全 25 話を Blu-ray４枚に収録しています。第 1 話は＜TV 

series＞、2007 年 12 月放映版＜Deculture edition＞、完全版＜Yack Deculture edition＞の 3 バー

ジョンを収録、第 25 話は全長版を収録しています。 

封入特典の特典ディスクには、豪華座談会を２本収録。「『マクロス F』15 年目の真実 ～そういえ

ばアレ・おぼえていますか？スペシャル～」では豪華メインキャストが勢ぞろいして、当時の想い出

を語り合う姿が収録されております。また、「私たちの歌を聴けー!!!『マクロス F』TV シリーズ楽曲

大解剖スペシャル」では、シェリル・ノームの歌唱担当・May’n とランカ・リー役の中島 愛と共に、

河森総監督、音楽プロデューサーによる楽曲解説という形の座談会が収録。楽曲を聴きながら当時を

懐かしんだり、新たな発見に感動する姿をお楽しみいただけます。 

加えて特製ブックレットには、「現場責任者が語るプロジェクト・『マクロス F』」、「最前線の制作ス

タッフが今だから話せる秘話」などをテーマに、ファンなら誰もが聞きたい濃厚なスタッフインタビ

▲「マクロス F Blu-ray Box」特装限定版 
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ューをたっぷり 36P のボリュームで収録しております。 

さらに、音声特典として、既発売 Blu-ray Box、Blu-ray＆DVD 商品に収録されたオーディオコメン

タリーを全 13 話分再収録しています。 

 

マクロス公式ポータルサイト： https://macross.jp/ 

 

■店舗共通特典は 

【キャラクターデザイン＜江端里沙＞描き下ろし収納ケースイラスト使用 

A3 ビジュアルシート】 

対象店舗にて、『マクロス F』Blu-ray Box 特装限定版をご購入の方に、先着で「キャラクターデザ

イン＜江端里沙＞描き下ろし収納ケースイラスト使用 A3 ビジュアルシート」がプレゼントされま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲キャラクターデザイン＜江端里沙＞描き下ろし収納ケースイラスト使用 A3 ビジュアルシート 
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※特典は無くなり次第終了となります。予めご了承ください。 

※特典は商品購入時にお渡しします。 

※特典は予告なく仕様を変更する場合がございます。 

※対象店舗は商品公式ページ 

（https://v-storage.bnarts.jp/sp-site/macross_f_bdbox/）をご覧ください。 

※特典の有無についての詳細、商品の品揃えなどに関しては各店舗様へご確認をお願いいたします。 

 

■『マクロスＦ』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。 

 

＜『マクロス F』ストーリー＞ 

西暦 2059 年。超長距離移民船団マクロス・フロンティアに、マクロス・ギャラクシー船団出身のト

ップ・シンガー、シェリル・ノームがコンサートのために来艦する。そんなシェリルに憧れる女子高
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https://v-storage.bnarts.jp/sp-site/macross_f_bdbox/


生、ランカ・リーは、念願だったシェリルのコンサートに急ぐ途中、パイロット養成コースの高校

生、早乙女アルトと出会う。そんな中、突如フロンティアは未知なる敵と遭遇。しかも敵は地球人で

も異星人でもなく、未知の宇宙生物だった！強力な攻撃能力により、次々とダメージを受ける新統合

軍部隊…。やがて宇宙生物は市民たちの居住エリアに侵入。平和な宇宙船の中も、ひとたび戦闘状態

となれば、人工的な環境制御が停止してしまう危険性をはらんでいる。事態の収拾に向け、ランカの

たった一人の身よりである兄・オズマ率いる特殊軍事部隊 S.M.S の VF-25 部隊が出動する。はたし

て、宇宙生物の目的は？ そしてマクロス・フロンティアの運命は…！？ 

 

■商品概要 

商品名 ：「マクロス F Blu-ray Box」（特装限定版） 

価  格：27,500 円（10％税込）［25,000 円（税抜）］      

発売日 ：2023 年 3 月 24 日 

収録時間：850 分【本編ディスク：664 分＋特典ディスク：186 分】 

スペック：本編ディスク：リニア PCM(ステレオ)／AVC／BD50G×4 枚／ 

16:9<1080p High Definition> 

特典ディスク：リニア PCM(ステレオ)／AVC／BD50G×1 枚／ 

16:9<1080p High Definition>・一部 16：9<1080i High Definition> 

封入特典：●特製ブックレット（36P）： 

＜スタッフインタビュー＞ 

・現場責任者が語るプロジェクト・『マクロス F』 

／葛西 励（アニメーションプロデューサー） 

・普通のやり方では生まれない、『マクロス F』という奇跡 

      ／河森正治（総監督）×菊地康仁（監督）×吉野弘幸（シリーズ構成） 

・最前線の制作スタッフが今だから話せる秘話 

      ／高橋裕一（キャラクターデザイン）×丸藤広貴（作画監督）×阿保孝雄（演出） 

       ×小菅秀徳（制作デスク） 

・CG とメカで紐解く『マクロス F』の世界 

      ／橋本トミサブロウ（CGI プロデューサー） 

       ×八木下浩史（CGI テクニカルディレクター） 

×天神英貴（マクロスビジュアルアーティスト） 

・たくさんの幸せを、もたらしてくれた作品 

  ／江端里沙（キャラクターデザイン） 

●特典ディスク： 

・『マクロス F』15 年目の真実 ～そういえばアレ・おぼえていますか？スペシャル～ 

      出演：中村悠一×遠藤 綾×中島 愛×神谷浩史×豊口めぐみ×福山 潤  

ビデオ出演：桑島法子 

・私たちの歌を聴けー!!!『マクロス F』TV シリーズ楽曲大解剖スペシャル 

      出演：河森正治×佐々木史朗×May’n×中島 愛 

・シェリル・ノーム＆ランカ・リー 歌マクロス ステージ アーカイブ(19 曲収録) 

・Blu-ray Box CM 集 

・ノンテロップオープニング・エンディング 

音声特典：●既発売 Blu-ray、DVD、Blu-ray Box のｵｰﾃﾞｨｵｺﾒﾝﾀﾘｰを再収録(全 13 話分) 

#01 〈Yack Deculture edition〉 出演：河森正治×中村悠一×中島 愛 

#03 〈ゼントラ盛り Blu-ray Box ver.〉 出演：中村悠一×遠藤 綾×中島 愛 

#04 出演：小西克幸×中島 愛×吉野弘幸 

#07 出演：中村悠一×神谷浩史×福山 潤 

#09 〈ゼントラ盛り Blu-ray Box ver.〉  



出演：神谷浩史×豊口めぐみ×桑島法子×大川 透 

#10 出演：遠藤 綾×中島 愛×河森正治 

#12 出演：中島 愛×河森正治×菊地康仁 

#16 出演：中村悠一×遠藤 綾×保志総一朗×吉野弘幸 

#17 〈ゼントラ盛り Blu-ray Box ver.〉  

出演：小西克幸×保志総一朗×杉田智和×井上喜久子 

#18 出演：遠藤 綾×井上喜久子×菊地康仁×吉野弘幸 

#20 出演：中村悠一×神谷浩史×豊口めぐみ 

#24 〈ゼントラ盛り Blu-ray Box ver.〉出演：河森正治×吉野弘幸×天神英貴 

#25 出演：中村悠一×遠藤 綾×中島 愛×河森正治 

他、仕様：●キャラクターデザイン＜江端里沙＞ 描き下ろし収納ケース 

●本編ディスクには、劇中の楽曲使用シーンにジャンプする MUSIC CHAPTER を収録 

発売元・販売元：バンダイナムコフィルムワークス 

 

 

マクロス公式ポータルサイト： https://macross.jp/ 

バンダイナムコフィルムワークス作品情報サイト「V-STORAGE」：https://v-storage.bnarts.jp/ 
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