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株式会社ディー・エル・イー（本社：東京都千代田区、代表取締役：椎木隆太、以下、DLE）は、株式会社ポプラ社（本社： 東

京都新宿区、代表取締役社長：長谷川均、以下、ポプラ社）との共同 IP「超・少年探偵団 NEO」の Blu-ray&DVD が 2017 年 6

月２日に発売決定したことをお知らせいたします。11 月 5 日（日）にはメインキャスト登壇のスペシャルイベントも決定しており

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「超・少年探偵団 NEO」の Blu-ray&DVD 発売について】                                         

江戸川乱歩「少年探偵」シリーズを原案とする TV「超・少年探偵団 NEO」。2017 年 1 月 2 日（月）21：55 より TOKYO MX、

ニコニコ動画、YouTube にて同時放送＆配信を開始している本アニメの Blu-ray&DVD の発売と発売記念イベントの開催がこのた

び決定いたしました。 

今回パッケージに収録されるのは本編全 13 話の他、木村良平さん（7 代目小林少年役）・江口拓也さん（7 代目怪人二十面相役）・

細谷佳正さん（7 代目明智小五郎役）の全本編オーディオコメンタリー、映像特典には、木村良平さんと江口拓也さんのお 2 人が

原作「少年探偵」シリーズを出版しているポプラ社を訪問見学するスペシャル映像フルバージョン、初公開となるコンテ映像（第

1 話）など盛りだくさんの内容となっております。 

さらに、木村良平さん、江口拓也さんが登壇決定している発売記念スペシャルイベントが 2017 年 11 月５日に開催されること

が決定いたしました。Blu-ray&DVD 特典としてこのイベントの優先申込券が封入されております。イベント詳細は後日発表とな

ります。 

 

DLE×ポプラ社 アニメ「超・少年探偵団 NEO」 

豪華特典付き Blu-ray＆DVD が６月２日発売決定！ 

メインキャスト登壇の発売記念スペシャルイベントを 11 月５日開催！ 



ただいま、Blu-ray&DVD 30 秒告知 CM を公開中！ 

『超・少年探偵団 NEO BD&DVD 告知 CM』  

【YouTube 動画 URL：https://youtu.be/Mb3MhwdOFCQ】  

 

また、Blu-ray&DVD の発売決定を記念して、豪華特典を紹介する情報特設ページを開設いたします。 

是非ご覧ください。【Blu-ray&DVD 情報特設ページ URL：http://shonentanteidan-neo.com/anime/disc/】 

      

■発売記念イベント概要 

日程：2017 年 11 月 5 日（日） 

場所：東京都内某所 

登壇：木村良平（７代目小林少年役）、江口拓也（7 代目怪人二十面相役）、細谷佳正（７代目明智小五郎役） 

※追加キャスト発表あり 

 

■商品概要 ※内容は予告なく変更する場合があります 

発売日：2017 年６月 2 日（金） 

品 番：Blu-ray NEOBD-001 / DVD    NEODV-001 

価 格：Blu-ray  \6,800＋税 / DVD     \4,800＋税 

 

□Blu-ray（1 枚組） 

＜収録内容＞ 

・本編全 13 話 

・木村良平さん＆江口拓也さん＆細谷佳正さん 本編全 13 話オーディオコメンタリー  

 

＜映像特典＞ 

・木村良平さん＆江口拓也さんポプラ社見学フル ver. 

・ノンクレジットエンディング 

・ノベライズ発売 CM 

・Blu-ray＆DVD 告知 CM 

・ティザー映像 

・第１話コンテ映像 

 

＜封入特典＞ 

・特製ブックレット 

・イベント優先申込券『超・少年探偵団 NEO Blu-ray&DVD 発売記念スペシャルイベント』 

 

□DVD 1 枚組 

＜収録内容＞ 

・本編全 13 話 

・木村良平さん＆江口拓也さん＆細谷佳正さん 本編全 13 話オーディオコメンタリー  

 

 

 

https://youtu.be/Mb3MhwdOFCQ
http://shonentanteidan-neo.com/anime/disc/
http://www.qtransformers.com/test4/disc3/】
http://www.qtransformers.com/test4/disc3/】


＜映像特典＞ 

・ノンクレジットエンディング 

・ノベライズ発売 CM 

・Blu-ray＆DVD 告知 CM 

・ティザー映像 

 

＜封入特典＞ 

・特製ブックレット 

・イベント優先申込券『超・少年探偵団 NEO  Blu-ray &DVD 発売記念スペシャルイベント』 

 

★各店舗別購入特典決定！ 

・アニメイト特典：オリジナル絵柄 ポストカード  

・Amazon 特典：オリジナル絵柄 ステッカー  

 

     

※ポストカードイメージ                  ※ステッカーイメージ 

       

■最終回直前ニコニコ生放送での一挙放送 

放送日時：3 月 25 日（土）24：00～   

内容： 【最終話放送直前】「超・少年探偵団 NEO」1 話～12 話 振り返り一挙放送  

【ニコニコ生配信予約ページ：http://live.nicovideo.jp/watch/lv289852270】  

   

 

 

 

 

 

 

 

http://live.nicovideo.jp/watch/lv289852270


【アニメ「超・少年探偵団 NEO」とは】                                                                            

◆あらすじ 

『未来すんごい』 

100 年後の東京を舞台に 7 代目小林少年と、名探偵 7 代目明智小五郎が 7

代目怪人二十面相と大激闘！！ 

舞台は 2117 年。都市開発と精神衛生のクリーン化が何十年にもわたって推

し進められた結果、未来東京、及び未来の都会人は、何に対しても冷静さを

欠かない、言ってみれば反応が薄い、そういう性格を確立していた。そこに

あえて昭和の大衆エンタメ魂をもって挑もうとする７代目怪人二十面相。7

代目小林少年と 7 代目明智小五郎は彼を止める事が出来るのか？ 

そして未来永劫続く怪人二十面相 VS 明智小五郎＋小林少年の戦いがまた始

まる。 

 

◆プロジェクトの象徴でもある新・怪人二十面相のキャラクターデザインは、

海外でも人気を博し、「ファイナルファンタジー」や「タイムボカン」シリ

ーズ のキャラクターデザイナーとしても知られる天野喜孝が担当！ 

◆アニメーション制作はアニメ界の壊し屋 DLE！ 監督は「おにくだいすき！ゼウシくん」「銀河特急イチジョウマン 7」を 

手掛ける、大宮一仁。 

 

◆キャスト 

7 代目小林少年 CV: 木村良平（『東のエデン』『黒子のバスケ』『銀の匙 Silver Spoon』など） 

7 代目明智小五郎 CV:細谷佳正（『黒子のバスケ』『ハイキュー！！』『この世界の片隅に』など） 

7 代目怪人二十面相 CV: 江口拓也（『東のエデン』『黒子のバスケ』『俺物語!!』など） 

花崎マユミ CV: 上坂すみれ（『アイドルマスターシンデレラガールズ』『艦隊これくしょん-艦これ-』など） 

ネコ夫人 CV: 花澤香菜（『化物語』『ニセコイ』『東京喰種トーキョーグール』など） 

ノロちゃん CV: 久野美咲（『俺の妹がこんなに可愛いわけがない』『七つの大罪』『3 月のライオン』など） 

井上くん CV: 堀井茶渡（『俺たちに翼はない』『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。』など） 

ばあやさん CV: 田中あいみ（『干物妹！うまるちゃん』『アイカツスターズ！』など） 

シャーロック CV: 花澤香菜 

各話怪人 CV:三宅貴大（『ダイヤの A』『団地ともお』など） 

ナレーション:三木眞一郎（『頭文字＜イニシャル＞ D』『BLEACH』『ポケットモンスター』など） 

 

【放送概要】 

2017 年 1 月 2 日～ 毎週月曜日 21:55～22:00  

TOKYO MX、YouTube、ニコニコ動画にて放送＆配信 

監督：大宮一仁  アニメ制作：DLE 

公式ホームページ：http://shonentanteidan-neo.com/ 

公式ツイッター ：＠tanteidan_NEO 

第１話無料配信中：https://youtu.be/2NEdNhbf3xc 

    

 

 

http://shonentanteidan-neo.com/
https://youtu.be/2NEdNhbf3xc


【少年探偵団とは】                                                                            

昨年、著作権保護期間が終了しパブリックドメインとなった江戸川乱歩作品の「少年探偵」シリーズに登場する小林少年を中心と

した探偵団。名探偵明智小五郎を補佐し、数々の怪事件を解決してきた。「少年探偵」シリーズは、1964 年よりポプラ社から単行

本化され、シリーズ累計 1660 万部の大ベストセラー作品。 独特な表紙絵や黄金仮面のマークに子どものころに感じたワクワクを

思い出す人は多いだろう。 

 

■株式会社ポプラ社 会社概要                                             

すくすくとのびるポプラの木のように心を成長させる「本」を子どもたちに届けたいという想いから1947年に創業し、多くの児

童向け読みものや絵本、図鑑、百科事典等を刊行。『ズッコケ三人組』『かいけつゾロリ』『おしりたんてい』などそれぞれの時代の

子どもたちの心をつかむベストセラーシリーズを世に送り出してきた。現在は一般向け書籍も発行し、2015年映画化された『あん』

が話題を集める。企業理念である子どもとむかし子どもだったすべての人に夢と感動を与えることを願って、幅広い「本」を出版

している。 

 

■株式会社ディー・エル・イー 会社概要                                         

IP（著作権や商標権等の知的財産権）を開発・取得し、幅広い事業領域へサービスを提供する総合エンタテインメントカンパニ

ー。動画広告等のマーケティングサービス提供、スマートフォンアプリの企画開発、映画・TV・ネットメディア等の映像コンテン

ツ制作等、時流に乗ったサービスを迅速かつ低コストで量産することで、2014年に東証マザーズ、2016年に東証一部へ上場。  

アニメ・キャラクター（秘密結社 鷹の爪、パンパカパンツ、貝社員等）やファッション・ビューティー（東京ガールズコレクシ

ョン）といった日本が誇れるエンタメIP・コンテンツを包括的に保有し、地方創生、海外展開などを積極的に推進する。   

本件に関するお問合せ：株式会社ディー・エル・イー（http://www.dle.jp/） 

 TEL：03-3221-3990 FAX：03-3221-3690 email： ir@dle.jp IR 担当：深瀬 

 

http://www.dle.jp/
mailto:ir@dle.jp

