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  ヴィジョネア株式会社 

 

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）は、あしたのジョー40

周年を記念して、ローソン特別企画「あしたのジョーレジェンド

DVD」「あしたのジョー2 レジェンド DVD」（ともに PPV 機能付・

税込価格1,380 円/2 枚組）を、7月 3日（金）から全国のロー

ソン（※一部店舗は除く）にて発売します。 「あしたのジョー 

レジェンド DVD」は、今なお語り継がれる日本アニメ史上に残

る伝説的な一戦、史上最大の 8回戦といわ 

れる 「力石徹 VS 矢吹丈」を完全収録。「あしたのジョー2 

レジェンド DVD」には、ジョーの歴史上、最も激しく熱い一戦 

「カーロス・リベラ VS 矢吹丈」を完全収録しています。 

 

また、同企画として、株式会社バップ(本社：千代田区四番町 代表取締役

社長：平井 文宏)より、ファンによる人気投票で選ばれた「千堂武士 VS 幕

之内一歩」を収録した「はじめの一歩ベストバウト DVD」（PPV 機能付・税込

価格 1,380 円/2 枚組）を同時に全国のローソン（※一部店舗は除く）で発売

します。 

 

PPV機能付DVDは、ヴィジョネアが開発した商品です。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。 

 

■「あしたのジョー」「あしたのジョー2」から選りすぐりの名シーンを PPV 作品で収録！ 

「あしたのジョー レジェンド DVD」は、 「力石徹 VS 矢吹丈」のほかに、”ねじりんぼう“や”鼻

からうどん“といった「あしたのジョー」を語る上で欠かせないシーンばかりを厳選した【ケンカ屋

PPV セレクション】計 11話を PPV 作品として収録しています。 

「あしたのジョー2 レジェンド DVD」は、「カーロス・リベラ VS 矢吹丈」のほかに、過酷な減量か

ら真っ白に燃え尽きるまでジョーがこだわり続けた「かけがえのないバンタム」のエピソードを纏

めた【永遠のバンタム PPV セレクション】計 11 話を PPV 作品として収録しています。 

--ローソン特別企画-- 

「あしたのジョー」「はじめの一歩」PPV 機能付 DVDが同時発売！ 

あしたのジョー40周年記念ＤＶＤ『あしたのジョー レジェンド DVD』 

～バンタム級 8回戦に賭けた友情～「力石徹 VS 矢吹丈」 

あしたのジョー40周年記念ＤＶＤ『あしたのジョー2 レジェンド DVD 

～真っ赤に燃える二つの炎～「カーロス・リベラ VS 矢吹丈」 

『はじめの一歩 ベストバウト DVD』 

～ファンが選んだベストバウト第 1位～「千堂武士VS幕之内一歩」 

7 月 3 日（金）より全国のローソンにて先行販売開始！ 
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■VS伊達英二、VS間柴了・・・一歩のベストバウトを PPV 作品で集約！ 

「はじめの一歩ベストバウト DVD」は、ファンが選んだベストバウト第 1 位のほかに人気の高い

上位ベストバウトとして、日本フェザー級タイトルマッチ「伊達英二 VS 幕之内一歩」や、「間柴

了 VS 幕之内一歩」「千堂武士 VS ヴォルグ・ザンギエフ」などの試合計 11 話を PPV 作品とし

て収録しています。 

 

■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。 

ユーザは、最寄りのローソン店頭で、あしたのジョー・はじめの一歩の DVD を手頃な価格（税込

1,380円）で入手し、伝説となっているジョーの試合や、大人気の一歩の試合を楽しめる上、好き

な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。 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。 

 

【あしたのジョー レジェンド DVD 商品概要】 

タイトル名：『あしたのジョー レジェンド DVD』～バンタム級8回戦に賭けた友情～力石徹 VS 矢吹丈 

発売元：ヴィジョネア株式会社 販売元：ヴィジョネア株式会社 

販売形態：全国のローソンで先行限定発売 

販売開始：2009 年 7月 3日（金） 

販売価格：1,380 円（税込） 

■通常収録パート 

第 49 話「果てしなき死闘」 

第 50 話「闘いの終り」 

第 51 話「燃え尽きた命」 

特典映像：「パイロットフィルム（力石編）」 

 

■PPV パート 『ケンカ屋 PPV セレクション』 全 11 話 

第 01 話「あれが野獣の眼だ！」 

第 05 話「あしたのために－その1－」 

第 06 話「燃えろ! 左ジャブ！」 

第 12 話「燃える太陽に叫べ」 

第 14 話「KO ゴングはまだか！」 

第 20 話「傷だらけの勝利」 

第 28 話「栄光への賭け」 

第 37 話「怒りの大特訓」 

第 38 話「史上最大の六回戦」 

第 39 話「勝利のトリプルクロス」 

第 43 話「残酷な減量」 

※PPV 作品は各 105円（税込） 視聴期間：1週間 

※5話セット￥525円（税込）6話セット￥630 円（税込） 視聴期間：2週間 

※視聴期間後も再度視聴料を払うと視聴可能 

パスワード取得サイト 

http://ppvd.jp/joe/ 

 



【あしたのジョー2 レジェンド DVD 商品概要】 

タイトル名：『あしたのジョー2 レジェンド DVD』 

～真っ赤に燃える二つの炎～カーロス・リベラ VS 矢吹丈 

発売元：ヴィジョネア株式会社 販売元：ヴィジョネア株式会社 

販売形態：全国のローソンで先行限定発売 

販売開始：2009 年 7月 3日（金） 

販売価格：1,380 円（税込） 

■通常収録パート 

第 10 話「クリスマスイブ・・・その贈り物は」 

第 11 話「死闘の始まり・・・カーロス VSジョー」 

第 12 話「吹雪の夜・・・その果てしなき戦い」 

 

■PPV パート 『永遠のバンタム PPV セレクション』 全 11話 

第 02 話「男一匹花一輪・・・リングに賭けた」 

第 14 話「どこにある・・・ジョーの青春」 

第 20 話「俺のバンタム・・・減量への挑戦」 

第 21 話「力石の・・・唄が聞こえる」 

第 22 話「そして・・・計量の朝」 

第 25 話「第 6 ラウンド・・・奇跡が起った」 

第 39 話「ジャングルに・・・野獣が二匹」 

第 44 話「葉子・・・その愛」 

第 45 話「ホセ対ジョー・・・闘いのゴングが鳴った」 

第 46 話「凄絶・・・果てしなき死闘」 

第 47 話「青春はいま・・・燃えつきた」（最終回） 

※PPV 作品は各 105円（税込） 視聴期間：1週間 

※5話セット￥525円（税込）6話セット￥630 円（税込） 視聴期間：2週間 

※視聴期間後も再度視聴料を払うと視聴可能 

パスワード取得サイト 

http://ppvd.jp/jor2/ 

 

【はじめの一歩ベストバウト DVD 商品概要】 

タイトル名：『はじめの一歩 ベストバウト DVD』～ファンが選んだベストバウト第 1位～ 

「千堂武士 VS 幕之内一歩」LALLAPALLOOZA 

発売元：株式会社バップ 販売元：株式会社バップ 

販売形態：全国のローソンで先行限定発売 

販売開始：2009 年 7月 3日（金） 

販売価格：1,380 円（税込） 

■通常収録パート 

日本フェザー級タイトルマッチ(10R) LALLAPALLOOZA 

千堂武士(日本フェザー級王者) VS 幕之内一歩(同級 1位) 

第 72 話「ララパルーザ」 

第 73 話「あの時を超えろ」 

第 74 話「ミックスアップ」 

第 75 話「さらなる、一歩を」 

 

■PPV パート 全 11 話 



チャンピオンカーニバル・日本フェザー級タイトルマッチ(10R) 

伊達英二(日本フェザー級王者) VS 幕之内一歩（同級 1位） 

第 55 話「日本フェザー級タイトルマッチ」 

第 56 話「立ちはだかる力」 

第 57 話「決着」 

 

日本フェザー級王座決定戦(10R) 

千堂武士（日本フェザー級 1位）VS ヴォルグ・ザンギエフ（同級 2位） 

第 59 話「決意のまなざし」 

第 60 話「ライバル」 

 

フェザー級 東日本新人王決定戦(6R) 

幕之内一歩 VS 間柴了 

第 26 話「距離の攻防」 

第 27 話「死闘」 

第 28 話「勝敗」 

 

フェザー級 全日本新人王決定戦(6R) 

幕之内一歩 VS 千堂武士 

第 32 話「右を打て！」 

第 33 話「スマッシュの威圧」 

第 34 話「新人王」 

※PPV 作品は各 105円（税込） 視聴期間：1週間 

※2話セット￥210円（税込） 3 話セット￥315 円（税込） 視聴期間：1週間 

※視聴期間後も再度視聴料を払うと視聴可能 

パスワード取得サイト 

http://ppvd.jp/ippo/ 

 

【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 

 



 


