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バンダイチャンネル 「アニメ・特撮見放題」対象作品・追加情報
「ソードアート・オンライン」「モンキーターン」「秘密戦隊ゴレンジャー」など
計15 作品が、7 月1 日（火）より対象作品に！！
株式会社バンダイチャンネル
株式会社バンダイナムコホールディングス（本社：東京都品川区 代表取締役社長：石川祝男）の子
会社である株式会社バンダイチャンネル（住所：東京都港区 代表取締役社長：安食孝徳 以下、バン
ダイチャンネル）は、当社が運営するアニメ動画配信サービス「BANDAICHANNEL（http://www.b-ch.com/）」
の「アニメ・特撮見放題」サービス対象作品を、定期的に追加しております。
好評いただいております定額動画サービス「アニメ・特撮見放題」（税込金額 1,080 円）へ、2014 年
7 月 1 日（火）より「ソードアート・オンライン」「モンキーターン」「秘密戦隊ゴレンジャー」など
15 作品 448 話を新たにラインナップいたします。
これにより見放題対象作品は累計 731 作品 1 万 3,813 話となり、より充実した作品群をいつでも、ど
こでも、何回でも、お楽しみいただけます。
■2014 年 7 月 1 日（火）に「ソードアート・オンライン」「モンキーターン」「秘密戦隊ゴレンジャー」
をラインナップ
原作：川原礫さんによる大人気ライトノベルをアニメ化した「ソードアート・オンライン」（全 25
話）を当該サービスの対象作品としてお楽しみいただけます。尚、2014 年 7 月からは第 2 期「Phantom
Bullet | ソードアート・オンライン」の放送が開始されます。
さらに、『週刊少年サンデー』にて連載していた、原作：河合克敏さんの「競艇」を題材にした「モ
ンキーターン」（全 25 話）と「モンキーターン V」（全 25 話）を見放題サービスにラインナップいた
します。特撮からは、TV 放送中の「烈車戦隊トッキュウジャー」で、遂に 38 作目を迎えた「スーパー
戦隊」シリーズの元祖「秘密戦隊ゴレンジャー」（全 84 話）が見放題に登場いたします。
まだ「アニメ・特撮見放題」サービスに入会されていない方は、是非この機会にご入会いただいて、
当作品を含めた充実のラインナップをお楽しみください。
・スペース☆ダンディ（全 13 話）
・たまゆら ～もあぐれっしぶ～（全 12 話）
・クロスゲーム（全 50 話）
・はぴねす！（全 12 話）
・SOUL EATER ‐ソウルイーター‐ （第 40-51 話） ・絶対可憐チルドレン（全 51 話）
・爆走兄弟 レッツ＆ゴー!!WGP（全 51 話）
・メジャー第 6 シーズン（全 25 話）
・牙狼-GARO- 〜闇を照らす者〜（全 25 話）
・超次元ゲイム ネプテューヌ（全 12 話）
・うる星やつら デジタルリマスター版 第 4 シーズン（第 169-194 話）

ソードアート・オンライン (C)川原 礫／アスキー・メディアワークス／SAO Project
モンキーターン (C)河合克敏・小学館／モンキーターンプロジェクト
秘密戦隊ゴレンジャー (C)石森プロ・東映

また、7 月 4 日（金）以降は、以下に記載の 28 作品 567 話を毎週金曜日に順次投入してまいります。

■2014 年 7 月 4 日（金）
・みどりのマキバオー（全 61 話）
・ペルソナ 4（全 25 話）
・黒執事 II（全 12 話）
・ふしぎの海のナディア（全 39 話）
・まほろまてぃっく 〜もっと美しいもの〜（全 14 話）
・TV シリーズ あぃまぃみぃ！ストロベリー・エッグ（全 13 話）
・撲殺天使ドクロちゃん（全 4 話）
・円盤皇女ワるきゅーレ（全 12 話）

みどりのマキバオー (C)つの丸・スタジオ将軍／集英社・ぴえろ
ペルソナ 4 (C)Index Corporation／「ペルソナ 4」アニメーション製作委員会
黒執事 II (C)枢やな／スクウェアエニックス・「黒執事 II」製作委員会・MBS
ふしぎの海のナディア (C)NHK・NEP

■2014 年 7 月 11 日（金）
・戦姫絶唱シンフォギア G（全 13 話）
・AYAKASHI（全 12 話）
・地球防衛企業ダイ・ガード（全 26 話）
・てーきゅう（全 12 話）
・火魅子伝（全 12 話）
・住めば都のコスモス荘 すっとこ大戦ドッコイダー（全 12 話）
・円盤皇女ワるきゅーレ 十二月の夜想曲（全 12 話）

戦姫絶唱シンフォギア G (C)Project シンフォギア G
AYAKASHI (C)2007 CROSSNET／APRICOT／「AYAKASHI」製作委員会
地球防衛企業ダイ・ガード (C)XEBEC・フライングドッグ

■2014 年 7 月 18 日（金）
・鉄のラインバレル（全 24 話）
・ロミオの青い空（全 33 話）
・未来戦隊タイムレンジャー（全 51 話）
・南国少年パプワくん（全 42 話）
・鉄腕アトム (1963)（第 81-120 話）
・現世守護神ぴーひょろ一家（全 3 話）
・海の闇、月の影（全 3 話）

鉄のラインバレル (C)2008 清水栄一・下口智裕・秋田書店／GONZO／ラインバレルパートナーズ
ロミオの青い空 (C)NIPPON ANIMATION CO.,LTD.
未来戦隊タイムレンジャー （C)東映

■2014 年 7 月 25 日（金）
・神のみぞ知るセカイ（全 12 話）
・火の鳥（全 13 話）
・南の虹のルーシー（全 50 話）
・DD 北斗之拳（全 12 話）
・サンリオ世界名作劇場（第 7-8 話）
・ハローキティ りんごの森とパラレルタウン（第 4-6 話）

神のみぞ知るセカイ (C)若木民喜／小学館・落とし神駆け魂隊・テレビ東京
火の鳥 (C)TEZUKA PRODUCTIONS・NHK・NEP
南の虹のルーシー (C)NIPPON ANIMATION CO.,LTD.

■「アニメ・特撮見放題」サービスご利用者の皆様には都度課金による動画購入で 5％のバナコインを
発行
「アニメ・特撮見放題」サービスでは、当サービスご利用者の皆様に、当サービス対象外の作品も都
度課金による動画購入（以下、「個別購入」といいます。）で、より多くお楽しみいただくために、個
別購入金額（税別）の 5％をバナコインとして発行しております。貯まったバナコインは、個別購入時
にご利用いただけます。（100 バナコイン＝108 円）

■今後も見放題対象作品を追加
バンダイチャンネルでは、2013 年 9 月 1 日より原則として見放題対象作品を毎月 1 日と毎週金曜日に
追加し、ラインナップをさらに充実してまいります。どうぞ、今後とも「アニメ・特撮見放題」サービ
スにご期待ください。
※最新のリストは別紙資料をご参照ください。また、最新のリストは以下の URL でご確認いただけま
す。
http://www.b-ch.com/contents/feat_monthly/

■ご入会にあたって
本サービスをご利用いただくには、先ずバンダイチャンネルの会員登録（無料）が必要となります。
このお手続きを終えた会員の方のみ、本サービスご利用のためのご登録をすることが可能となりますの
で、ご注意願います。
【報道関係の方からのお問い合わせ先】
株式会社バンダイチャンネル
第 1 事業部
TEL: 03-5468-6211
担当：宇都宮・三上

以上

