
＜プレスリリース＞ 

情報解禁日時：7 月 11 日（金）午前 0 時 
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観客動員数 8週連続 1位！邦画実写歴代 6位を記録！ 

700 万人を超える人々の記憶に残る大ヒット感動作品、映画「永遠の 0」ブルーレイ／DVD発売を記念して、零戦や

空母赤城の迫力の映像を体感できる無料 ARアプリがリリースされることが決定しました！ 

 この ARアプリは、山崎貴監督自らが監修！さらに白組が CG制作を担当し、ROBOTがアプリ制作を担当。映画「永

遠の 0」スタッフが集結して完成させました。映画で使用した零戦や空母赤城の映像をアプリ用に CG 化！日本最高

峰の技術を結集した AR作品となっています。驚愕のスケールと映像美を是非、お楽しみください！ 
 

◆AR①：映画「永遠の 0」のロゴにかざすと、零式艦上戦闘機二一型 が現れます！ 

推奨端末をお持ちであればどなたでもお楽しみいただけます！ 

◆AR②：「永遠の0」ブルーレイ/DVD豪華版に封入されるARカードにかざすと、 

飛び出す空母赤城が大海原を航海します！ 

 

＊上記アプリの配信開始は 7月下旬を予定しております 
 

＜ARとは？＞ 

AR（Augmented Reality/拡張現実）とは、コンピュータや携帯端末を 

通して、現実の上に動画や音楽など付加情報を体験できる技術や環境のことです。 

このアプリでは、カメラを通じて零戦・赤城の演出を体験することができます。 

 

＜あそび方＞ 

1.【永遠の０AR】のアプリを App Store、GooglePlayからダウンロードしてインストールします。 

2.同アプリを起動して、見たいメニューをタップすると、カメラモードになります。 

 スマートフォン等で「永遠の０」のロゴマークや、AR カードを開いた中面にかざします。 

3. スマートフォン等が 「永遠の０」のロゴや、ARカードを認識したら、「スペシャルコンテンツ」がスタートします！ 

4. スマートフォン等との距離を遠ざけたり、近づけたり、写真撮影をしてお楽しみください！ 

5．撮影した画像は SNS上にシェアすることも可能。お気に入りの画像を是非投稿して下さい。 

 

＜カメラの読み込みがうまくいかないときは…＞ 

 このアプリは、端末のカメラ機能を通じてカードを認識しています。カメラの読み込みがうまくいかないときは、カー

ドに反射で影のできない、明るい場所で、読み込んでください。 

 

＜推奨端末＞ 

スマートフォン：iPhone4S 以降（iOS6以上）、Andoroid（OS4.0 以上） 

その他の端末 ： iPod2以降（iOS6 以上）、iPod touch 5G（32GB以上） 

※一部機種では正常に動作しない場合がございます。予めご了承下さい。 

 

詳しくは 公式 HPご覧下さい http://www.eienno-zero.jp/bddvd/ar/ 

 

「永遠の 0」ブルーレイ/DVD 豪華版に AR カード封入！ 

山崎貴監督監修、白組・ROBOT 制作の圧巻映像が出現する 

無料 AR アプリ配信決定!! 
 

 

http://www.eienno-zero.jp/bddvd/ar/


この空に願う、未来 － 壮大な愛の物語。 
永遠の 0 － それは、60年の時を超え、届いた「愛」の物語。 

【Story】司法試験に落ちて進路に迷う佐伯健太郎は、祖母・松乃の葬儀の日に驚くべき事実を知らされる。実は自分と祖父・ 

賢一郎には血のつながりが無く、“血縁上の祖父”が別に いるというのだ。本当の祖父の名は、宮部久蔵。60年前の太平洋戦争で零戦 

パイロットとして戦い、終戦直前に特攻出撃により帰らぬ人となっていた。宮部の事を調べるために、かつての戦友のもとを訪ね歩く 

健太郎。しかし、そこで耳にした宮部の人物評は「海軍一の臆病者」などの酷い内容だった。宮部は天才的な操縦技術を持ちながら、 

敵を撃破することよりも「生きて還る」ことに執着し、乱戦になると真っ先に離脱したという。「家族のもとへ、必ず還ってくる」… 

それは宮部が妻・松乃に誓った、たったひとつの約束だった。そんな男がなぜ特攻を選んだのか。やがて宮部の最期を知る人物に辿り 

ついた健太郎は、衝撃の真実を知ることに…。宮部が命がけで遺したメッセージとは何か。そして現代に生きる健太郎は、その思いを 

受け取ることができるのか。 

 

【キャスト】  

岡田准一 三浦春馬 井上真央 

濱田 岳 新井浩文 染谷将太 三浦貴大 上田竜也 吹石一恵 

田中 泯 山本 學 風吹ジュン 平 幹二朗 橋爪 功 夏八木 勲 

 

【スタッフ】  

原作：百田尚樹『永遠の 0』（太田出版）  

監督・VFX：山崎 貴  

脚本：山崎 貴／林 民夫 音楽：佐藤直紀   

主題歌：サザンオールスターズ「蛍」（ﾀｲｼﾀﾚｰﾍﾞﾙ／ﾋﾞｸﾀｰｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ） 

 
 

(C)2013「永遠の 0」製作委員会  発売元：アミューズソフト セル販売元：アミューズソフト レンタル販売元：東宝 

 
記録と記憶に残る大ヒット感動作品「永遠の 0」 

 

◆過去 10 年での邦画実写最高記録！ 観客動員 8 週連続第 1位!!                    

 2013/12/21・22、28・29、2014/1/4・5、11・12、18・19、25・26、2/1・2、8・9（興行通信調べ） 
  

◆興収 87 億円突破!!（6 月 23 日現在）満足度 97％!! 
壮大な愛の物語に幅広い世代の共感を呼び大ヒット！満足度 97%！  

（「非常に良かった」82.4%＋「良かった」14.6% 東宝初日アンケート） 
 

◆その奇跡に、日本中が涙する。発行部数 520万部を超える感動のベストセラー、待望の映画化。                                    
2006年の初版当時から口コミで売れ続け、いまや累計発行部数 520万部を超える 国民的ベストセラーとなった感動作『永遠の 0』

（百田尚樹著）。1/27付けオリコンにて文庫の累計売上部数も 376万 5000部に達し、2011年 2月発売の尾田栄一郎さんの人気マンガ

「ONE PIECE」61巻（集英社）が記録した 371万 8000部を抜いて、総合、文庫、コミックの全部門を通じオリコン歴代 1位の記録と 

なった。 
 

◆主演・岡田准一、三浦春馬、井上真央ほか、実力派人気俳優の豪華競演！      
主人公のゼロ戦パイロット・宮部久蔵＝岡田准一をはじめ、現代から宮部の謎に迫る青年・佐伯健太郎＝三浦春馬、 

宮部の妻・松乃＝井上真央ほか、濱田岳、新井浩文、染谷将太、三浦貴大、上田竜也（KAT-TUN）、吹石一恵、田中泯、山本學、 

風吹ジュン、平幹二朗、橋爪功、夏八木勲といった実力派かつ個性的な俳優陣が集結。 
  

◆『ALWAYS 三丁目の夕日』シリーズで日本アカデミー賞を席巻した 山崎貴監督！ 
   2005年、『ALWAYS 三丁目の夕日』では心温まる人情や活気、空気感を持つ昭和の街並みを VFXで表現し話題になり、翌年の 

日本アカデミー賞ほか各映画賞を総なめにした。その後、『ALWAYS 三丁目の夕日』シリーズなど、多くの作品で CGによる高度な 

ビジュアルを駆使した映像表現をし、今や日本を代表する映画監督の一人として数えられている。今後の注目作品として、『STAND BY 

ME ドラえもん』（2014年 8月公開予定）や、『寄生獣 PART1 & PART2』（2014年 12月公開予定／2015年公開予定）がある。 
 

◆主題歌はサザンオールスターズ！桑田佳祐、書き下ろしによる「蛍」。       

  映画に強く共感した桑田佳祐が書き下ろした、美しくも壮大なバラードは、“歌が流れるエンディングでもう一度泣ける”名曲。 

同グループとしての映画主題歌提供は実に 23年ぶり、今世紀初となる。 

 

 ＜受賞＞ 

★第 16 回 ウディネ・ファーイースト映画祭 ゴールデン・マルベリー賞（観客賞）受賞 

 ＊グランプリに相当 

★第３３回 藤本賞 受賞 

市川南、畠中達郎、プロデュースチーム 

 2013 年・日本／2013 年 12 月 21 日公開 全国 430 スクリーンにて公開 

※WEB 上での使用はお断りしております。 



 
 

 

 

 

 Blu-ray 豪華版 初回生産限定仕様（豪華外箱、デジパック、スペシャルブックレット）  ASBD-1128   ￥6,500 （税別）   ＊Blu-ray 2 枚組   
 

【本編 Blu-ray】 カラー／本編 144 分＋特典（予告・特報・TV スポット集）／2 層(BD50G)／1080p High Definition／MPEG4AVC／シネマスコープ 

＜音声＞①日本語 5.1chDTS-HD Master Audio②日本語 2.0chDTS-HD Master Audio ③視覚障がい者対応音声ガイド 2.0ｃｈDTS 
＜字幕＞①聴覚障がい者対応日本語字幕 

 

【特典 Blu-ray】  ＊Blu-ray, DVD ともに共通の内容となります。（収録時間：約 140 分） 

●0（ｾﾞﾛ）の群像～映画「永遠の 0」メイキング～   

●ＶＦＸメイキング （VFX/プレビズ/ビフォー・アフター）   

●零戦製作メイキング   

●舞台挨拶集 
（「完成報告会見＠東京都内ホテル 2013.7.22」、「完成披露イベント＠東京 

国際フォーラム 2013.12.2」、「初日舞台挨拶＠ＴＯＨＯシネマズ日劇 2013.12.21」、 

「大ヒット御礼舞台挨拶＠ＴＯＨＯシネマズ六本木ヒルズ 2014.1.16」）   

●劇場公開時特番 
 

【封入特典】 

●スペシャルブックレット（初回生産限定） 
豪華 154 ページ！ 撮影日誌、場面写真／メイキング写真、美術設定集ほか、映画「永遠の 0」を徹底解説した大ボリュームのスペシャルブックレット 

●ＡＲカード 

専用アプリをダウンロードし、カードにスマートフォンをかざすと、限定コンテンツがご覧いただけます。 
 

 DVD 豪華版 初回生産限定仕様（豪華外箱、デジパック、スペシャルブックレット）  ASBY-5784   ￥6,000 （税別）   ＊DVD 2 枚組    
 

【本編 DVD】 カラー／本編 144 分＋特典（予告・特報・TV スポット集）／片面 2 層／16：9ＬＢシネマスコープ 

＜音声＞①日本語 5.1ch ドルビーデジタル ②日本語 2.0ch ドルビーデジタル ③視覚障がい者対応音声ガイド 2.0ｃｈドルビーデジタル 

＜字幕＞①聴覚障がい者対応日本語字幕 
 

＊【特典 DVD】、【封入特典】は Blu-ray 豪華版と同内容となります。 
 

 

 Blu-ray 通常版  ASBD-1127   スペシャルプライス ￥3,800 （税別）     
※Blu-ray 豪華版 本編ディスクと同内容 
 

 DVD   通常版  ASBY-5783   ￥3,800 （税別）      

※DVD 豪華版 本編ディスクと同内容 

 

 Blu-ray レンタル  TBR24319R   
 

カラー／本編 144 分＋特典（予告・特報・TV スポット集）／2 層(BD50G)／1080p High Definition／ 

MPEG4AVC／シネマスコープ 
＜音声＞①日本語 5.1chDTS-HD Master Audio②日本語 2.0chDTS-HD Master Audio  

③視覚障がい者対応音声ガイド 2.0ｃｈDTS 

＜字幕＞①聴覚障がい者対応日本語字幕 

【映像特典】レンタル用オリジナル特典（分数未定）       
 

 
 

 DVD レンタル      TDV24320R    
 

カラー／本編 144 分＋特典（予告・特報・TV スポット集）／片面 2 層／16：9ＬＢシネマスコープ 

＜音声＞①日本語 5.1ch ドルビーデジタル ②日本語 2.0ch ドルビーデジタル  

③視覚障がい者対応音声ガイド 2.0ｃｈドルビーデジタル 

＜字幕＞①聴覚障がい者対応日本語字幕 

【映像特典】 レンタル用オリジナル特典（分数未定）    

※上記のコンテンツおよび仕様は変更になる場合があります。 

 

映画「永遠の 0」公式サイト内ブルーレイ/DVD ページ：www.eienno-zero.jp/bddvd/ 

「永遠の 0」ブルーレイ/DVD 商品ページ：www.amuse-s-e.co.jp/eienno-zero/ 

 

 

※WEB 上での使用はお断りしております。 

■本件に関するお問い合わせ先   ㈱Ｋプレス 作品担当／扇谷（ohgiya@kpress.co.jp）、素材担当／加藤（kato@kpress.co.jp） 
 

〒105-0004 港区新橋 1-7-11 橋善ビル 4F TEL：03-6215-6203 FAX：03-6215-6201 

 

＜読者お問合せ先＞ 

セル：アミューズソフトエンタテインメント㈱  TEL：03‐5457‐3391   

レンタル：東宝ビデオお客様センター TEL：03-3539-3451 
 

 

豪華版には、154 ページのスペシャルブックレット(初回生産限定)、 

140 分にも及ぶ特典ディスクを封入！ 

http://www.eienno-zero.jp/bddvd/
http://www.amuse-s-e.co.jp/eienno-zero/

