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プレスリリース                                         2009 年 9 月 3 日 

  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、ローソン特別企画とし

て、「巨人の星 魔球伝説 DVD」「新巨人の

星 不死鳥伝説 DVD」「侍ジャイアンツ 魔球

列伝 DVD」（全て PPV 機能付・税込価格

1,380 円/2 枚組）を、9 月 4 日（金）から全

国のローソン（※一部店舗は除く）にて販売

開始します。 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

機能がついたDVD です。        

 

魔球に賭けた 2人の男、星飛雄馬と番場蛮の野球伝説がPPV機能付DVDで甦る！  

■「巨人の星 魔球伝説 DVD」は、「巨人軍」という星座の中で、さらに一際輝く明星となるために、

飛雄馬が数々の試練を超えて創り出していった魔球「大リーグボール」の栄光の軌跡を 4 話収

録しています。 

■「新巨人の星 不死鳥伝説 DVD」は、左腕を壊した飛雄馬が再び「巨人の星」という果てなき夢

を目指し、不死鳥の如く打撃と右腕で甦る復活劇を 4話収録しています。 

■「侍ジャイアンツ 魔球列伝 DVD」は、破天荒で型にはまらない土佐っぽ番場蛮がハイジャンプ魔

球、エビ投げハイジャンプ魔球、大回転魔球、分身魔球などの魔球を繰り出す輝くストーリーを 4 話

収録しています。 

 

伝説的な名シーンばかり 10話をPPV作品で厳選収録！  

■「巨人の星 魔球伝説 DVD」の PPV 作品は、栄光の左腕セレクションとして、「魔球の最期」や

「宿命のライバル 花形満との対決」、「伴宙太との熱い友情の誓いと別離」そして「父・星一徹と

の骨肉の争い」など輝ける栄光のマウンドと苦悶の挫折を描いた傑作シーンを楽しめます。 
■「新巨人の星 不死鳥伝説 DVD」の PPV 作品は、栄光の右腕セレクションとして、飛雄馬の引

退後に自身も引退した伴宙太と花形満、そして星一徹を中心とした「飛雄馬の復活」と「野球地

獄」をテーマに厳選収録しています。 

--ローソン特別企画-- 

星飛雄馬 X 番場蛮 

魔球に賭けた 真の男の野球伝説DVD登場！   

「巨人の星 魔球伝説DVD」（PPV機能付） 

「新巨人の星 不死鳥伝説DVD」（PPV機能付） 

「侍ジャイアンツ 魔球列伝DVD」（PPV機能付） 

9 月 4日（金）より 3本同時に全国のローソンにて先行販売開始！  

            

（C)梶原一騎・川崎のぼる／講談社・TMS （C)梶原一騎・井上コオ／TMS 



■「侍ジャイアンツ 魔球列伝DVD」のPPV作品は、SAMURAI列伝 PPVセレクションとして、ジャイ

アンツ入団を頑なに拒否するエピソードや、ジャイアンツ 2 軍での 17vs1 のケンカ野球、そしてウル

フ・チーフや眉月、大砲による魔球への挑戦と、新魔球開発の秘話を収録しています。 

 

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。 

お客様は、最寄りのローソン店頭で、巨人の星・新巨人の星・侍ジャイアンツの DVD を手頃な

価格（税込 1,380 円）で購入し、数々の伝説となっているエピソードを楽しめるだけでなく、ケータ

イで視聴料を払うことで、好きな時間にPPV作品から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設定で、

ケータイを使って、専用モバイル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

パスワードを入力すると対象作品の視聴が可能となり、レンタル的に楽しむことができます。 

 

【「巨人の星 魔球伝説DVD」 商品概要】 

タイトル名：「巨人の星 魔球伝説DVD」 

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販売 

販売開始：2009 年 9月 4日（金） 

販売価格：1,380 円（税込） 

■通常収録パート 

◎第 75話 「大リーグボール誕生」  

◎第 128 話 「必殺の大リーグボール二号」  

◎第 168 話「大リーグボール 3号」  

◎第 178 話 「生命を投げる魔球」」 

 

■PPV パート 『栄光の左腕セレクション』 全 10 話 

◎第 1話「めざせ栄光の星」 

◎第 14話「あざだらけのミット」 

◎第 41話「よみがえれ飛雄馬」  

◎第 51話「二度目の魔送球」 

◎第 83話「傷だらけのホームイン」  

◎第 119 話「大リーグボールの死」 

◎第 143 話「血涙の別れ」  

◎第 154 話「敗れた鬼」  

◎第 156 話「大リーグボール 2号の敗北」  

◎第 182 話「輝け！巨人の星」(最終話）  

クレジット表記：（C)梶原一騎・川崎のぼる／講談社・TMS 

 

【新巨人の星 不死鳥伝説DVD 商品概要】 

タイトル名：『新巨人の星 不死鳥伝説DVD』 

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販売 

販売開始：2009 年 9月 4日（金） 

販売価格：1,380 円（税込） 

■通常収録パート 

第 4話「果てなき野球地獄」  



第 21話「新たなる決意・背番号 3」  

第 34 話「右腕の初勝利」  

新巨人の星Ⅱ  

第 12 話「驚くべき魔球」 

 

■PPV パート 『栄光の右腕セレクション』 全 10 話 

◎第 5話「伴と星・涙の再会」  

◎第 7話「影の友情・左門メモ」  

◎第 10話「大どんでん返しの正体」  

◎第 13話「驚異の長島構想」  

◎第 29話「カケフとの対決」  

◎第 31話「大遠投の波紋」 

◎第 42話「父一徹の贈りもの」 

◎第 44話「始動！宿命の星・花形」 

新巨人の星Ⅱ  

◎第 22話「蜃気楼ボール破れる！！」  

◎第 23話「新たなる出発（たびだち）」 

クレジット表記：（C)梶原一騎・川崎のぼる／講談社・TMS 

 

【侍ジャイアンツ 魔球列伝DVD 商品概要】 

タイトル名：『侍ジャイアンツ 魔球列伝DVD』 

発売元：株式会社トムス・エンタテインメント/讀賣テレビ放送株式会社 

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販売 

販売開始：2009 年 9月 4日（金） 

販売価格：1,380 円（税込） 

■通常収録パート 

第 21 話「出たぞ！ハイジャンプ魔球」  

第 25 話「決戦！宿敵大砲との勝負」  

第 29 話「渦巻く恐怖の新魔球」  

第 37 話「怒りに燃えた分身魔球」 

 

■PPV パート『SAMURAI 列伝セレクション』 全 10 話 

◎第 3話「でっかい奴は嫌いだぜ！」  

◎第 7話「死球台風吹く！」  

◎第 23話「死闘！ハイジャンプ魔球対巨砲」 

◎第 24話「新魔球のヒントをつかめ！」  

◎第 28話「対決！魔球対スクリュー打法」 

◎第 35話「大回転魔球最後の日！」  

◎第 36話「必殺の新魔球誕生」 

◎第 39話「輝け！苦闘のV9」 

◎第 41話「復讐！雨中の日本シリーズ」 

◎第 46話「世界に輝く侍ジャイアンツ」（最終話） 

クレジット表記：（C)梶原一騎・井上コオ／TMS 

 

※PPV 作品は各話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 

※視聴期間終了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/makyu/ 

 

【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」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 WEB サイトで視聴料を払うと、パスワードが発行され、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、レンタル感覚で、映像を楽しむことができる。新たに、収録された

映像を 1 週間楽しむことができる「1 Week DVD」も開発。現在、オンラインストアの Amazon.co.jp

（http://www.amazon.co.jp/ppv)やセブンアンドワイ（http://www.7andy.jp/）、コンビニエンスストアで販

売している。「PPV-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 

 

 
 


