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「刀剣乱舞 おっきいこんのすけの刀剣散歩 弐～ぷれみあむ～
ぷれみあむ～」
２０１８年３月２７日（火）
Ｂｌｕ－ｒａｙ＆ＤＶＤ発売！本日予約スタート
業界初！～『短刀付きＢlu-ray』 限定１個抽選販売開始～

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（ＴＯＫＹＯ
東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（ＴＯＫＹＯ ＭＸ）
ＭＸ）は、本日より、
本日より、「刀剣乱舞 おっきい
こんのすけの刀剣散歩 弐～ぷれみあむ～（
～ぷれみあむ～（Ｂｌｕ－ｒａｙ＆ＤＶＤ
～（Ｂｌｕ－ｒａｙ＆ＤＶＤ）
Ｂｌｕ－ｒａｙ＆ＤＶＤ）」を予約受付します。
この商品
商品は
ＭＸで放送され
放送され人気を博し、
人気を博し、10
月から第二シーズンの放送をスタートした
この
商品
は、ＴＯＫＹＯ ＭＸで
放送され
人気を博し、
10 月から第二シーズンの放送を
スタートした
「刀剣乱舞 おっきいこんのすけの刀剣散歩 弐」のビデオグラム
」のビデオグラムです。
グラムです。今回も
です。今回も、
今回も、多くの視聴者の
多くの視聴者の方々
からの
ご要望に
お応えして、Ｂｌｕ－ｒａｙ＆ＤＶＤ化を決定しました。
から
のご要望
にお応えして、Ｂｌｕ－ｒａｙ＆ＤＶＤ化
を決定しました。
放送した全１２話を、美しい刀剣をより長く鑑賞できるように再編集した""ディレクターズカット版
ディレクターズカット版""
放送した全１２話を、美しい刀剣をより長く鑑賞できるように再編集した
として収録。さらに、9
として収録。さらに、9 月放送の特別番組
月放送の特別番組「刀剣乱舞
特別番組「刀剣乱舞 おっきいこんのすけの刀剣散歩～でらっくす～」
より、刀剣雑学や鑑賞法
刀剣雑学や鑑賞法について学べる、おっきい
より、
刀剣雑学や鑑賞法
について学べる、おっきい こんのすけと声優・新垣樽助さんの楽しいやりとり
もたっぷり入っています！
もたっぷり入っています！また、おっきい
また、おっきい こんのすけの限定グッズも封入されていて、刀の
こんのすけの限定グッズも封入されていて、刀の初心者から
刀の初心者から
ファンまで幅広い
方々に楽しんで
楽しんでいただける
いただける、まさに
、まさに“ぷれみあむ”な内容となっています。
ファンまで幅広
い方々に
楽しんで
いただける
、まさに
“ぷれみあむ”な内容となっています。
石田國壽氏が、本作品をイメージした短刀を１本制
また、「三日月宗近復元プロジェクト」の刀鍛冶 石田國壽氏が、本作品をイメージした
短刀を１本制
作し、短刀付き豪華版Ｂｌｕ－ｒａｙも抽選販売します！短刀の茎
作し、短刀付き豪華版Ｂｌｕ－ｒａｙも抽選販売します！短刀の茎 （なかご）には、おっきい こんの
すけをあしらい、ご希望の文字を銘切りしてお届けします！
すけ
をあしらい、ご希望の文字を銘切りしてお届けします！
弐～ぷれみあむ～」は
～」は美しい
美しい刀剣
刀剣の
映像と、
と、特典映像
特典映像、
「刀剣乱舞 おっきいこんのすけの刀剣散歩 弐～ぷれみあむ
～」は
美しい
刀剣
の映像
と、
特典映像
、
特典グッズなど、刀剣の
特典グッズなど、刀剣の初心者からファンまで楽しめる
刀剣の初心者からファンまで楽しめる超永久保存版！
初心者からファンまで楽しめる超永久保存版！是非
超永久保存版！是非ご期待ください
是非ご期待ください。
ご期待ください。
【商品名】
商品名】「刀剣乱舞 おっきいこんのすけの刀剣散歩 弐～ぷれみあむ～
ぷれみあむ～」
【発売日】
発売日】2018
2018 年 3 月 27 日（火
日（火）
【品 番】MXTVMXTV-0001（
0001（BD）
BD）、MXTV
、MXTVMXTV-0002（
0002（DVD）
DVD） 【JAN】
JAN】4543613434917（
4543613434917（BD）
BD）、4543613434900
、4543613434900（
4543613434900（DVD）
DVD）
【価 格】税抜き 5,280 円（BD
円（BD）
BD）／税抜き 4,580
4,580 円（DVD
円（DVD）
DVD）／税抜き 998,
998,000 円（刀剣
円（刀剣付き
刀剣付き BD）
BD）
【内 容】BD１枚組／
BD１枚組／DVD
１枚組／DVD１枚組
DVD１枚組 （封入特典
封入特典（缶バッジ・ブロマイド）
特典（缶バッジ・ブロマイド）付）
（缶バッジ・ブロマイド）付）
【特 典】おっきい こんのすけと声優・新垣樽助さんによる特典映像
こんのすけと声優・新垣樽助さんによる特典映像、刀剣の特典映像
声優・新垣樽助さんによる特典映像、刀剣の特典映像、封入グッズ
、刀剣の特典映像、封入グッズ
【発売元】TOKYO
【発売元】TOKYO MX
【販 売】全国のアニメイト
全国のアニメイト店舗
アニメイト店舗、
店舗、アニメイトオンラインショップ、
ローソン・ミニストップ Loppi、ローチケ
Loppi、ローチケ HMV（オンライン）
HMV（オンライン）、Amazon 等で順次予約受付開始。
で順次予約受付開始。
アニメイト、ローソン、Ａｍａｚｏｎ内 TOKYO MX 公式ショップでそれぞれ
公式ショップでそれぞれ流通特典あり。
それぞれ流通特典あり。
ⓒ2015-2017 DMM GAMES/Nitroplus ⓒTOKYO MX

【「刀剣乱舞 おっきいこんのすけの刀剣散歩 弐」とは】
PC ブラウザ＆スマホアプリ「刀剣乱舞-ONLINE-」のゲーム案内役でおなじみの“こんのすけ”が、
ゲームを飛び出し“おっきい こんのすけ“として、日本各地の博物館や美術館に名だたる刀剣を訪ね歩く
旅番組の第二シーズン。ナレーションは刀剣男士の人気声優陣が担当しています。
本件に関するお問い合わせ
ＴＯＫＹＯ ＭＸ 編成局 編成部

＜短刀付き豪華版Ｂｌｕ－ｒａｙの抽選販売
Ｂｌｕ－ｒａｙの抽選販売について
の抽選販売について＞
どなた様も応募可能
どなた様も応募可能です
可能ですが
ですが、応募前に必ず以下の注意事項をお読みいただき、ご同意いただいた方のみ
、応募前に必ず以下の注意事項をお読みいただき、ご同意いただいた方のみ
お申込み下さい。
■応募期間
２０１７年１２月１日（金）１５：００～２０１８年１月１４日（日）２３：５９（予定）
２０１７年１２月１日（金）１５：００～２０１８年１月１４日（日）２３：５９（予定）
公式ホームページ応募フォームよりお申し込み下さい。
http://s.mxtv.jp/variety/touken_sanpo/
■応募にあたっての注意事項
応募にあたっての注意事項
・当選者の方には「銃砲刀剣類登録証」を付けて
・当選者の方には「銃砲刀剣類登録証」を付けて２０１８年３月２７日（火）にお届けします
「銃砲刀剣類登録証」を付けて２０１８年３月２７日（火）にお届けします
・刀剣類が適法に相続・譲渡・売買等がなされた場合、新所有者は 20 日以内に当該刀剣類を登録した
教育委員会へ届け出ることが義務付けられています。そのため、当選者の方は短
教育委員会へ届け出ることが義務付けられています。そのため、当選者の方は短刀
当選者の方は短刀を受け取り後 20 日
以内に、登録済みの
以内に、登録済みの教育委員会へ当該刀剣の所有者変更の届出をしてください。
登録済みの教育委員会へ当該刀剣の所有者変更の届出をしてください。届出の方法については
教育委員会へ当該刀剣の所有者変更の届出をしてください。届出の方法については
ご相談ください。
・発売日までに刀剣を一般展示する可能性
発売日までに刀剣を一般展示する可能性があることを予めご了承
があることを予めご了承ください。
了承ください。
■抽選結果連絡
抽選結果連絡
２０１８年１月３０
２０１８年１月３０日（火）
３０日（火）までに
日（火）までに当選者に
までに当選者に連絡
当選者に連絡さ
連絡させていただき、改
ていただき、改めて購
めて購入意思
入意思を確認さ
確認させて頂きま
す。期日までに指
す。期日までに指定の口座
定の口座にご入金
口座にご入金頂
にご入金頂いた方を当選者といたします。なお、購
いた方を当選者といたします。なお、購入意思
入意思がない、もしくは期日
までに入金確認
までに入金確認ができない場合、新たに抽選を
確認ができない場合、新たに抽選を行
ができない場合、新たに抽選を行います。
■希望文字の
希望文字の銘切り
銘切りについて
・ご入金完了
・ご入金完了後、２月
完了後、２月中旬
後、２月中旬までに
中旬までに希望
までに希望の
希望の銘切り内容を
銘切り内容を確認
り内容を確認さ
確認させて頂きます。決
きます。決定後は変更・追加
定後は変更・追加ができま
追加ができま
せんので予めご了承
んので予めご了承ください。
了承ください。

＜刀工・石田四郎國壽氏について
石田四郎國壽氏について＞
について＞
■プロフィ
■プロフィール
本名・石田智久
名・石田智久
昭和 52 (1977)
1977)年
平成 7 (1995)
1995)年
平成 13 (2001)
2001)年
平成 14 (2002)
2002)年
受賞歴 Awar
Award
ard
-平成 13 (2001)
2001)年
-平成 17 (2005)
2005)年
-平成 20 (2008)
2008)年
-平成 25 (2013)
2013)年
-平成 28 (2016)
2016)年
6)年

新作名刀展 努力賞・新
努力賞・新人賞
・新人賞
第一回 お守り刀展 敢闘賞
新作名刀展 努力賞
新作名刀展 努力賞
新作名刀展 努力賞
他

群馬県富岡市に
群馬県富岡市に生まれる
河内國平師(
國平師(奈良県無形文化財保持者）に入
奈良県無形文化財保持者）に入門
者）に入門
文化庁より
文化庁より美術
より美術刀剣類
美術刀剣類製作承認
刀剣類製作承認を受ける
製作承認を受ける
國壽鍛刀場
國壽鍛刀場開設
刀場開設

※制作途中の短刀のイメージ画像

