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News Release

BS スカパー! オリジナル連続ドラマ

『弱虫ペダル』

Blu-ray BOX＆DVD-BOX
発売決定！！
スカパー! と秋田書店は、毎週金曜日の午後 9 時より『BS スカパー! オリジナル連続ドラマ
「弱虫ペダル」
』
を BS スカパー! で放送しています。ドラマ好評につき、2017 年 1 月 18 日（水）に本ドラマの DVD を発
売することが決定しました。
今回発売する商品は、
Blu-ray BOX と DVD-BOX の 2 種類で、
どちらも DISC1～4 に本編全 7 話・メイキング事前特番を、
DISC5～6 には撮影の裏側に迫った貴重なメイキング映像やク
ランクイン・クランクアップの各キャストのインタビュー映像
など、キャストの素の表情を余すところなく収録。実際に合宿
をして撮影が行われた修善寺ＣＳＣの様子や炎天下の中で行わ
れたインターハイシーンの撮影の模様など見所が盛りだくさん。
更に 6 枚組トールケース・BOX ケース（クルミ三方背）・フォ
トブックレットをセットにした豪華内容でお届けします。何度
でも観たくなるドラマ『弱虫ペダル』の表も裏もすべて詰め込
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んだ完全版を心行くまでお楽しみください。

◆封入特典は「ドラマ出演者に会える！購入者限定イベント」への応募券!!
封入特典として、2017 年 2 月 18 日（土）にディファ有明にて開催する「発売記念購入者限定イベント」
に参加できる応募ハガキを封入！主演の小越勇輝（小野田坂道役）、木村達成（今泉俊輔役）、深澤大河（鳴
子章吉役）、郷本直也（金城真護役）他、豪華キャストが登壇予定！ドラマのキャスト本人が話す撮影エピ
ソードが直接聞ける、ドラマ『弱虫ペダル』ファンにとっては非常に貴重なイベントに応募しよう!!

《Amazon、アニメイト、TOHO animation store では、早期予約購入者特典も！！》
【Amazon】A3 サイズタペストリー（表：総北、裏：箱根学園＋御堂筋）
【アニメイト】B5 ポートレート 2 枚（総北・箱根学園＋御堂筋）＆ポートレートフォルダセット
【TOHO animation store】B5 ポスター13 枚セット（総北・箱根学園・京都伏見インターハイメンバー全 13 名）

◆2017 年 2 月にはレンタルも開始します！
2017 年 2 月 15 日（水）より全 4 巻でレンタルを開始します。
ドラマ『弱虫ペダル』 Vol.1／品番：TDV27021R／POS：4988104105219
ドラマ『弱虫ペダル』 Vol.2／品番：TDV27022R／POS：4988104105226
ドラマ『弱虫ペダル』 Vol.3／品番：TDV27023R／POS：4988104105233
ドラマ『弱虫ペダル』 Vol.4／品番：TDV27024R／POS：4988104105240

◆商品概要
ドラマ『弱虫ペダル』 Blu-ray BOX（6枚組） 標準小売価格 28,200円（税抜）
ドラマ『弱虫ペダル』 DVD-BOX（6 枚組）

標準小売価格 22,800 円（税抜）

《発売日》
2017 年 1 月 18 日（水）※2016 年 9 月 30 日（金）午後 9 時より予約開始

《収録内容》※Blu-ray BOX、DVD-BOX 共通

＜DISC1～4＞ 本編ディスク
・ドラマ『弱虫ペダル』全 7 話（1 話約 60 分）
・メイキング事前特番（約 60 分）
＜DISC5,6＞特典ディスク
・スペシャルメイキング、キャストインタビュー前編（約 120 分）
・スペシャルメイキング、キャストインタビュー後編（約 120 分）
・プロモーション映像集（分数未定）

《封入特典》

・フォトブックレット
・発売記念購入者限定イベント参加応募券

《仕様》
・三方背ケース

《品番／POS》
【Blu-ray BOX】品番：TBR27008D／POS：4988104105080
【DVD-BOX】

品番：TDV27009D／POS：4988104105097

《発売元／販売元》
マーベラス／東宝

原作：弱虫ペダル

2008 年に週刊少年チャンピオンで連載が始まった高校生の自転車競技にかける青春を描いたマンガ「弱
虫ペダル」。2016 年 9 月 8 日（木）に単行本 46 巻が発売され、累計発行部数は 1,600 万部を突破してい
る大人気漫画です。2012 年には舞台化され、これまで 2016 年 3 月の新作含む 8 本の作品が公演されまし
た。また、「弱虫ペダル」はアニメも好評で、劇場版はランキング 1 位を獲得するほど大ヒット。そして、
スピンオフ作品「弱虫ペダル SPARE BIKE」のアニメも９月に限定上映。さらにテレビシリーズも 2017 年
1 月から第 3 シーズンのスタートを発表しており、弱虫ペダルの人気は加速の一途を辿っています。舞台化、
アニメ化に続き、大人気自転車ロードレース漫画「弱虫ペダル」を実写化し、見れば誰もが熱くなる、高校
生の青春エンターテイメント作品に仕上げました。

《作品あらすじ》

千葉県立総北高校に入学した小野田坂道（小越勇輝）は、秋葉原を愛するオタク少年。高校では友達を作
るために、アニメ・漫画研究部に入部をしようとする。しかし、同級生の今泉俊輔（木村達成）や鳴子章吉
（深澤大河）と出会い、自転車で走ることに楽しさを見出した坂道は自転車競技部へと入部する。総北高校
自転車競技部は 3 年のキャプテン・金城真護（郷本直也）を中心に、
「暴走の肉弾頭」の異名を持つスプリン
ターの田所迅（友常勇気）や独特のダンシング走法で「頂上の蜘蛛男（ピークスパイダー）
」の異名を持つ巻
島裕介（馬場良馬）といった個性のある強力なメンバーが揃い、インターハイの頂点を目指している。自転
車競技については素人であった坂道は、今泉や鳴子と一緒に走った経験、1 年生ウェルカムレース、4 日で
1000Km を走る耐久合宿を乗り越えながら、クライマーとしての素質を一気に開花させていく。主人公・小
野田坂道が自転車競技と出会って、友達を獲得し、変化していく姿、そして、そんな坂道の加入によって、
大きく変化していく金城を中心とした総北高校自転車競技部。はたして誰がインターハイメンバーに選ばれ
るのか。ついに今年のインターハイの出場メンバーが発表される。

◆次回、ドラマは遂に最終回！10 月 7 日（金）のクライマックスを見逃すな!!
＜第 7 話あらすじ＞
インターハイ本番に向けて、全国の強豪校が着々と
準備を進める中、総北高校自転車競技部は合宿最終日
を迎えようとしていた。坂道たちはライバルである２
年生をなんとか退けたが、課題の１０００㎞を走破ま
でのタイムリミットはあとわずか。
１番遅れを取っている坂道はペダルが壊れるというア
クシデントに見舞われてしまう。みんなと走るために、
インターハイに出るために、坂道は最後の力を振り絞
ってペダルを回すが…。

≪放送概要≫
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※下記情報は変更になる場合がございます。

タイトル ：BS スカパー! オリジナル連続ドラマ「弱虫ペダル」 第 7 話（最終回）
放送日時 ：2016 年 10 月 7 日（金）後 9 時～後 10 時
チャンネル：BS スカパー!（BS241／プレミアムサービス 585）
、スカパー! オンデマンド
視聴方法 ：スカパー! のいずれかのチャンネルまたはパック・セット等のご契約者は無料でご視聴いただけます。
※スカパー! オンデマンドでの視聴方法も同様となります。

公式サイト：http://www.bs-sptv.com/yowapeda/
ドラマ公式ツイッターアカウント：@sptv_yowapeda
原作

：渡辺航（秋田書店刊「週刊少年チャンピオン」連載中）

出演者

：小越勇輝、木村達成、深澤大河、郷本直也、友常勇気、馬場良馬、鯨井康介、八島諒、
輝馬、平井浩基、安里勇哉、桜井美南、野口真緒、滝川英治、鈴木拡樹、北村諒、宮崎秋人、
青木空夢、秋元龍太朗、植田圭輔、林野健志

監督

：棚澤孝義（
「下町ロケット」「半沢直樹」ほか）

脚本

：吹原幸太（
「天才バカボン～家族の絆」
「日々ロック」ほか） ほか

宣伝協力

：マーベラス

制作協力

：ドリマックス・テレビジョン

制作

：東宝映像事業部

製作

：スカパー!

著作

：スカパー! ／ 東宝 ／ 舞台『弱虫ペダル』製作委員会

リリース情報は、こちらのサイトにも掲載されております。
「スカパー! エンタメ情報館」 http://blogs.skyperfectv.co.jp

