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千年に一度のメモリアルイヤー！ CYBORG 009 YEAR 記念
「68 年版」「79 年版」「平成版」歴代 TV シリーズの第１話を完全収録した
「サイボーグ 009 1st エピソードコレクション」（PPV 機能付）
島村ジョーの誕生日 5 月 16 日（土）より全国のサークル K・サンクスにて
数量限定先行販売開始！
東映株式会社（本社：中央区銀座 3-2-17 代表取締役社長：岡田裕介（剛）以下東映）、東映ビ
デオ株式会社（本社：中央区築地 1-12-22 代表取締役社長：福原 英行、以下東映ビデオ）は、
「サイボーグ 009 1st エピソードコレクション」（PPV 機能付・税込価格 1,380 円/2 枚組）を、
009 である島村ジョーの誕生日に合わせて、5 月 16 日（土）から全国のサークル K・サンクス
（2009 年 2 月末現在：6,166 店）にて先行限定発売します。 千年に 1 度の CYBORG 009 のメ
モリアルイヤーを記念して、「68 年版」「79 年版」「平成版」と歴代 TV シリーズの第１話を完全
収録しています。PPV 機能付 DVD は、ヴィジョネア株式会社（本社：港区南青山 2-24-15 代表
取締役社長：内古閑 宏、以下ヴィジョネア）が開発したものです。低価格で入手して通常収録
された作品を楽しめる上に気に入れば追加の PPV 作品を選んで観られる特典がついた DVD で
す。

■石 ノ 森章太郎のライフワークにして最高傑作「サイボーグ 009 」が
PPV 機能付 DVD で堂々の復活
日本のアニメ黎明期より現在に至るまで、三度の劇場作品化と三度の
TV シリーズ化を達成した不朽の名作「サイボーグ 009」。世代を超えて
語り継がれる現代の神話が PPV 機能付 DVD で復活します。「68 年版」
「79 年版」「平成版」TV シリーズの第一話を完全収録した「サイボーグ
009 1st エピソードコレクション」は、時代ごとに多様なアプローチで映
像化された各年代のサイボーグ 009 を楽しむことができます。さらに、
1966 年に公開された記念すべき劇場版第 1 作と各ＴＶシリーズのべスト
（C）石森プロ・東映アニメーション
セレクション 10 話をレンタル感覚で手軽に楽しめる PPV 作品として収録しています。
（C）石森プロ・東映
す。
（ C） 2001 石森プロ/ サ イ ボー グ
009 製作委員会

■お手頃価格の 1,380 円で販売。好きな作品をレンタル気分で楽しめる。
消費者は、最寄りのサークル K・サンクス店頭で、サイボーグ 009 の DVD を手頃な価格（税込
1,380 円）で入手し、各年代のサイボーグ 009 の初登場シーンを楽しめる上、空いた時間にケー
タイで視聴料を払って、好きなエピソードを楽しむことができるというメリットがあります。
PPV 作品は、1 作品につき 105 円（税込）というリーズナブルな価格で手軽に好きな作品をレン
タル的に楽しめます。（劇場版作品は 210 円（税込） また、「68 年版」4 話セット 420 円（税込）、
「79 年版」5 話セット 525 円（税込）で視聴することも可能です。） ケータイを使って、WEB サイト
で視聴料を払うとパスワードが発行され、DVD 画面上で入力すると作品を視聴でき、お手頃価
格で好きな作品をレンタル的に楽しむことができます。

【サイボーグ 009 1st エピソードコレクション 商品概要】
タイトル名：「サイボーグ 009 1st エピソードコレクション」
発売元：東映ビデオ株式会社 販売元：東映株式会社
販売形態：全国のサークル K・サンクスで先行限定発売
販売開始：2009 年 5 月 16 日（土）
販売価格：1,380 円（税込）
＜収録作品＞
【サイボーグ 009 1968】第１話「恐怖の怪人島」
【サイボーグ 009 1979】第１話「よみがえった神々」
【サイボーグ 009 THE CYBORG SOLDIER】（2001 年放送）第１話「誕生」
＜PPV 作品＞
劇場版「サイボーグ 009」（1966 年公開／64 分） ※アニメ化第１作目
【サイボーグ 009 1968】第 5 話「あヽクビクロ」
【サイボーグ 009 1968】第 10 話「地底の黄金宮殿」
【サイボーグ 009 1968】第 16 話「太平洋の亡霊」
【サイボーグ 009 1968】第 24 話「非情な挑戦者」
【サイボーグ 009 1979】第 3 話「凱旋門の鬼」
【サイボーグ 009 1979】第 8 話「愛に響けバイオリン」
【サイボーグ 009 1979】第 16 話「ウエストサイドの決闘」
【サイボーグ 009 1979】第 36 話「カジノ攻防戦! イカサマには替え玉を」
【サイボーグ 009 1979】第 44 話「ネオ・ブラック・ゴーストの尻尾をつかめ!」
【サイボーグ 009 THE CYBORG SOLDIER】第 43 話「異変」 ※地下帝国ヨミ編の第１話
※PPV 作品は各 105 円（税込） 視聴期間：1 週間
※「68 年版」4 話セット 420 円（税込） 「79 年版」5 話セット 525 円（税込） 視聴期間：2 週間
※劇場版「サイボーグ 009」は、210 円（税込）
パスワード取得サイト
http://ppvd.jp/009
【ヴィジョネア株式会社について】http://www.visionare.co.jp/
「日本発 世界初」の独自技術を開発し、新しいビジネス、新しいライフスタイルを世の中に提唱する会
社として 2000 年に設立。再生制御技術である『DVDMAGIC』®（特許取得済）を使用した「PPV-DVD」
（ペイパービューDVD）を開発。ケータイとＤＶＤを連動させた新しい視聴スタイルで、DVD には、あらか
じめ鍵をかけた映像が収録されており、ユーザーは、ケータイを使ってパスワードを購入し、そのパス
ワードを DVD に入力すると鍵が解除されて映像を視聴できる仕組みとなっている。パスワードは、リー
ズナブルな価格で購入でき、手元にレンタルショップがある感覚で、ケータイを使って、好きな時に好き
な分だけ映像を楽しむことができる。「ペイパービューDVD」は、DVD を無料配布するプロモーション目
的でも活用でき、次世代 DVD である BD（ブルーレイディスク）用のシステムも開発した。
日本映像ソフト協会会員、Blu-ray Disc Association コントリビューションメンバー、DVD フォーラム・プ
リンシパルメンバー、Digital Living Network Alliance(DLNA) コントリビューターメンバー、デジタルテレ
ビ情報化研究会会員でもあり次世代ディスクに対して積極的に開発を行うなど映像コンテンツの新しい
流通プラットフォーム構築を目指しメディア技術の開発に注力している。
【このリリースに関するお問い合わせ先】
ヴィジョネア株式会社 広報担当：池田久仁子（いけだ・くにこ） TEL:03-6823-1888

