2006 年 4 月
【報道関係各位】

放映開始から 40 周年、
シリーズの枠を越えて今ここに集結！

隔週刊 スタートレック
ベストエピソード コレクション
2006 年 5 月 23 日（火）創刊
株式会社デアゴスティーニ・ジャパン
株式会社デアゴスティーニ・ジャパン（本社：東京都中央区、社長：大谷秀之）は、1966
年からアメリカのテレビで放映され、今年で 40 周年を迎える SF ドラマ「スタートレック」
の魅力を紹介する
『隔週刊 スタートレック ベストエピソードコレクション』
（全 80 号予定、
創刊号特別価格 790 円/税込、2 号以降通常価格 1,990 円/税込）を、2006 年 5 月 23 日
（火）より全国書店（一部地域を除く）にて発売開始いたします。本誌は、毎号「スタートレ
ック」TV シリーズから 3 話収録した DVD（約 135 分）と、舞台裏の知られざる秘話や出
演者のインタビューなどを網羅したマガジンが、一体となった DVD マガジンです。

シリーズの枠を越え、テーマ別に 3 エピソードを DVD に収録！
『隔週刊 スタートレック ベストエピソードコレクション』は、2003 年に販売し創刊号が
18 万部のヒットを記録した『週刊スタートレック –ファクトファイル−』の好評を受けて、
さらに「スタートレック」シリーズの DVD を集めてみたい、あるいは出演者や製作背景など
の知られざる舞台裏を知りたい、というファンの声に応えた商品です。
毎号付属する DVD には、
「スタートレック」
の 3 つのテレビシリーズ
「新スタートレック」
「ス
タートレック ディープ・スペース・ナイン」
「スタートレック ヴォイジャー」の中から、 ス
ペースバトル

キャプテン などシリーズを横断し独自のテーマで選りすぐった 3 エピソー

ドを収録します。
（以降、その他のテレビシリーズ「宇宙大作戦」
「スタートレック エンタープ
ライズ」からも続々ラインナップを予定しております）

出演者や製作スタッフたちの知られざる秘話を徹底紹介！
毎号フルカラーでお届けするマガジンは、 舞台の裏側

インタビュー

DVD エピソー

ドガイド の 3 つの章で構成。
テレビシリーズや映画の監督、脚本家などの製作スタッフたちが登場し、ストーリーや登場人
物の役柄の設定など、製作当時の知られざるエピソードを豊富な写真やイラストを使いながら
紹介します。また、撮影当時を振り返りながらキャスト陣の苦労話や役作りの方法、思い出の
シーンなどのインタビューなども収録、撮影現場の息吹をお伝えします。別売りのバインダー
に綴じれば、スタートレックに関する豊富なデータベースが完成します。

海外ドラマの先駆けとして、40 年人気を博し続けた伝説のドラマ！
SF ドラマ「スタートレック」は、1966 年 9 月 8 日（木）にアメリカの NBC ネットワー
クで放送が開始されました。以来、2006 年までに 5 つのテレビシリーズ（アニメ版も含め
ると合計 700 話超）と 10 本の劇場映画が製作され、40 年間にわたって各国で支持され続
け、日本でも CS 放送や地上波の各局で再放送が繰り返されています。
「スタートレック」は、
「X ファイル」や「冬のソナタ」
、映画化が決定した「24 TWENTY FOUR」など、近年日本
でも盛り上がりを見せる 海外ドラマブーム のまさに先駆け的存在です。放映開始から 40
周年を迎える本年は、2006 年 9 月 8 日（金）に発祥の地アメリカでは出演したキャストが
一同に会した 40 周年記念イベントの開催が予定されるなど、節目の年として多くの関連行事
が開催される模様です。
「スタートレック」の 40 年間の歴史の中の輝ける瞬間の数々を凝縮した本誌は、永年のフ
ァンから今まで触れる機会が無かった方まで全ての方にお楽しみいただけます。
不朽の名作
「ス
タートレック」のガイドブックとなる本誌の商品概要は、以下の通りです。

【商品概要】
■仕様
タ イ ト ル

隔週刊スタートレック ベストエピソード コレクション

価

格

創刊号特別価格 790 円（税込）以後 1990 円

日

2006 年 5 月 23 日（火）

創

刊

刊行形態

隔週火曜日発売

刊行号数

全 80 号を予定

判

Ａ4 変型判 オールカラー 16 ページ

型

別売りバインダー

創刊特別価格 690 円（税込）
（8 月まで）

■構成
【DVD】には 3 作品を毎号収録
DVD には「スタートレック」の三つのシリー
ズ「新スタートレック」
「スタートレック ディ
ープ・スペース・ナイン」
「スタートレック ヴ
ォイジャー」からテーマごとに選りすぐった３
作品を毎号収録。

DVD テーマ（予定）
創刊号：
『スペースバトル』
2 号：
『キャプテン』
3 号：
『異なる現実』
4 号：
『艦隊のクルー』
5 号：
『クリンゴン』

【マガジン】は毎号 3 つの章で構成

製作スタッフによる舞台裏のエピソード。
登場人物の役柄やシリーズ全体を構成する
重要なストーリーなど、作品の世界観やメ
イキングの様子を知ることができます。詳
細な設定や事柄をクローズアップして紹介
することで、多くのスタッフの努力の結集
として生み出された「スタートレック」の
魅力への理解が一層深まります。

シリーズの中で重要な位置を占める登場人
物を演じる俳優・女優のインタビューを掲
載。出演者の経歴から撮影当時の思い出や
苦労話、自分が演じたキャラクターに対し
てのコメントまでを撮影当時のスナップ写
真と共に紹介します。

数多くの「スタートレック」の書物を手がけた世界的にも有名な専
門家、ラリー・ネメセック氏が、DVD に収録されたエピソードの
登場人物やストーリー構成などを各シーンごとに詳細に解説。その
エピソードの裏に隠された事実や、他エピソードとの関連を知るこ
とで、より深く楽しむことができます。

本件に関するお問合せ先
●共同 PR 株式会社：内田、後藤、小椋
〒104-8158 東京都中央区銀座 7-2-22(同和ﾋﾞﾙ)
TEL：03-3571-5326 FAX：03-3574-1005
●デアゴスティーニ・ジャパン 広報担当：田伏
TEL03-3524-2616 Email mtabushi@deagostini.co.jp

ご掲載いただく際の読者からのお問合せ先（商品に関するのお問合せ先）
●デアゴスティーニ読者サービスセンター TEL：0570-037-239

スター･トレック 40 周年を記念した DVD がパラマウントより発売！
「宇宙大作戦」レギュラータイプ DVD ボックス登場
パラマウント ホーム エンタテインメント ジャパンはこれまで限定版としてのみの発売だっ
た、オリジナル・シリーズ「宇宙大作戦」DVD をいつでもお求めいただけるレギュラータイ
プのコレクターズ・ボックスとして 6 月から 3 ヶ月連続でリリースします。
また今夏以降も、40 周年を記念してスター・トレックの世界を様々な切り口でお楽しみいた
だけるような DVD の企画商品を続々発進してまいりますのでご期待ください。
※ 詳しくは以下のホームページをご覧ください。

パラマウント ホーム エンタテインメント ジャパンの DVD に関するお問い合わせ先
●パラマウント ホーム エンタテインメントジャパン PR グループ 山田・松尾・金谷
Tel. 03−6406−2860 Fax. 03−6406−2841
●「スタートレック」オフィシャル ホームページ：http://www.startrek‑dvd.jp/
●パラマウント ホーム エンタテインメント ジャパン：http://www.paramount.jp/index.html

