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デジタル・エンターテイメント・グループ・ジャパンが優れたブルーレイソフトを表彰
第 7 回「DEG ジャパン・アワード/ブルーレイ大賞」
各部門の入賞作品全 45 作品が決定
～73 作品がエントリー。栄えあるグランプリはどの作品か？～
映像コンテンツメーカーや映像機器メーカーが加盟する次
世代デジタルエンターテイメントの普及団体「デジタル・エン
ターテイメント・グループ・ジャパン」 （会長：塚越 隆行、以
下 DEG ジャパン）は、2014 年に発売されたブルーレイソ
フトの中でブルーレイディスクの特長を最も活かした作品を
表彰する第 7 回「DEG ジャパン・アワード / ブルーレイ大
賞」（以下 DEG ジャパン・アワード）を実施しております。
一次選考により各部門の入賞作品全 45 作品が決定い

第 6 回 DEG ジャパン・アワード/ブルーレイ大賞
授賞式の様子

たしました。
今回の「DEG ジャパン・アワード」のエントリー数は、のべ 73 作品となりました。エントリーの際には各
作品の高画質・高音質・高機能といったブルーレイならではのクオリティを示している推薦箇所とその
解説を提示していただき、一次選考ではそれぞれの推薦箇所を、審査員である AV 評論家等の方々が
すべて確認をした上で厳選なる審査をいたしました。今後、各部門の入賞作品の中から 2 月 3 日（火）
に予定しております最終選考にて各部門の受賞作品を決定し、各部門受賞作品の中から最もブルー
レイの特長を引き出し、家庭でのデジタルエンターテイメントの普及に寄与した作品 1 点をグランプリと
して選出します。なお、各部門の受賞作品・グランプリの発表ならびに授賞式典は 2 月 17 日（火）に都
内で実施する予定です。各部門の入賞作品は、以下の通りです。
第 7 回 DEG ジャパン・アワード入賞作品 （全 45 作品） ＊タイトル名 50 音順
 ベスト高画質賞・映画部門（洋画）：
◆ トランスフォーマー／ロストエイジ ブルーレイ+DVD セット
（発売元・販売元：パラマウント・ジャパン合同会社）
◆ トランセンデンス （発売元・販売元：株式会社ポニーキャニオン）
◆ 【初回限定生産】ホビット 竜に奪われた王国 ブルーレイ＆DVD セット（3 枚組）
（発売元・販売元：ワーナー エンターテイメント ジャパン株式会社）


ベスト高画質賞・映画部門（邦画）：※ポイント同数の作品があった為、4 作品となっております
◆ 相棒 -劇場版 III- 巨大密室!特命係 絶海の孤島へ
（発売元：テレビ朝日・販売元：NBC ユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社）
◆ さよなら渓谷 （発売元・販売元：キングレコード株式会社）
◆ 【初回限定生産】すべては君に逢えたから
（発売元・販売元：ワーナー エンターテイメント ジャパン株式会社）
◆ るろうに剣心 京都大火編
（発売元・販売元：アミューズソフトエンタテインメント株式会社）
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ベスト高画質賞・TV ドラマ部門：※ポイント同数の作品があった為、4 作品となっております
◆ ダウントン・アビー ブルーレイ BOX
（発売元・販売元：NBC ユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社）
◆ HOMELAND／ホームランド シーズン 3 ブルーレイ BOX
（発売元・販売元：20 世紀フォックス ホーム エンターテイメント ジャパン株式会社）
◆ 連続テレビ小説 ごちそうさん 完全版 ブルーレイ BOX1
（発売元・販売元：NHK エンタープライズ）
◆ ROME［ローマ］ブルーレイ コンプリート・ボックス（10 枚組）
（発売元・販売元：ワーナー エンターテイメント ジャパン株式会社）



ベスト高画質賞・企画映像部門：
◆ ＮＨＫスペシャル 人体 ミクロの大冒険
（発売元・販売元：NHK エンタープライズ）
◆ クルーズトレイン『ななつ星☆九州に煌めく』ブルーレイ＋DVD セット
（発売元・販売元：ビコム株式会社）
◆ 和風総本家 豆助っていいな。歴代ベスト【初代～11 代目】
（発売元：テレビ大阪株式会社、販売元：ポリドール映像販売会社）



ベスト高画質賞・ライブエンターテイメント部門： ※ポイント同数の作品があった為、4 作品となっております
◆ ALTIMA/1st LIVE TOUR 2014 ～Mountain Explosion～ at BLITZ
（発売元・販売元：ワーナー エンターテイメント ジャパン株式会社）
◆ The Assorted Horizons （発売元・販売元：株式会社ポニーキャニオン）
◆ ブラームス：交響曲全集／ティーレマン＆シュターツカペレ・ドレスデン
（発売元：C major、販売元：株式会社キングインターナショナル）
◆ 「ももクロ春の一大事 2014 国立競技場大会～NEVER ENDING ADVENTURE
夢の向こうへ～」Day1／Day2 Blu-ray BOX【初回限定版】
（発売元・販売元：キングレコード株式会社）



ベスト高画質賞・アニメ部門（洋）：
◆ アナと雪の女王 （発売元・販売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社）
◆ 怪盗グルーのミニオン危機一発
（発売元・販売元：株式会社 NBC ユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社）
◆ メアリーと秘密の王国 3 枚組ブルーレイ＆DVD〔初回生産限定〕
（発売元・販売元：20 世紀フォックス ホーム エンターテイメント ジャパン株式会社）



ベスト高画質賞・アニメ部門（邦）：
◆ 風立ちぬ （発売元・販売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社）
◆ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ［新編］叛逆の物語
（発売元：株式会社アニプレックス、販売元：株式会社ソニー・ミュージックマーケティング）
◆ SHORT PEACE （通常版） （発売元・販売元：バンダイビジュアル株式会社）



ベスト高画質賞・アニメ部門（ＴＶ・その他）：※ポイント同数の作品があった為、4 作品となっております
◆ 機動戦士ガンダム UC 7 （発売元・販売元：バンダイビジュアル株式会社）
◆ シドニアの騎士 （発売元・販売元：キングレコード株式会社）
◆ ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース Blu-ray Vol.1＜初回生産限定版＞
（発売元・販売元：ワーナー エンターテイメント ジャパン）
◆ ログ・ホライズン 6 （発売元・販売元：株式会社 NHK エンタープライズ）



ベスト高音質賞・音楽部門（クラシック）：
◆ ウィーンフィル・サマーナイト コンサート 2014
（発売元：株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ／
株式会社ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル、
販売元：ソニー・ミュージック マーケティング）
◆ シューマン：交響曲全集/ベルリン・フィル＆サー・サイモン・ラトル指揮
（発売元：ベルリン・フィル・レコーディングス、販売元：キングインターナショナル株式会社）
◆ ベートーヴェン：交響曲第 9 番《合唱》/小澤征爾
（発売元：ユニバーサル ミュージック合同会社、販売元：株式会社ハピネット）



ベスト高音質賞・音楽部門（ポップス他）：
◆ エリック・クラプトン / プレーンズ・トレインズ＆エリック ～ ジャパン・ツアー 2014
（発売元：株式会社ヤマハミュージックアンドビジュアルズ、
販売元：コロムビア・マーケティング株式会社）
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◆ ザ・ラスト・シップ～ライヴ・アット・ザ・パブリック・シアター
（発売元・販売元：ユニバーサル ミュージック合同会社）
◆ 中島みゆき「縁会」2012～3
（発売元：株式会社ヤマハミュージックコミュニケーションズ、
販売元：エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社）


ベスト高音質賞・音響効果部門：
◆ オール・イズ・ロスト （発売元・販売元：株式会社ポニーキャニオン）
◆ トランスフォーマー／ロストエイジ ブルーレイ+DVD セット
（発売元・販売元：パラマウント・ジャパン合同会社）
◆ ローン・レンジャー（発売元・販売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社）



ベストレストア/名作リバイバル賞：
◆ 青い体験／続・青い体験 Blu-ray セット
（発売元：株式会社 IMAGICA TV、販売元：株式会社 KADOKAWA 角川書店）
◆ ＜小津安二郎生誕 110 年・ニューデジタルリマスター＞「Color 4 OZU
～永遠なる小津カラー」小津安二郎監督カラー4 作品 Blu-ray BOX
（発売元・販売元：松竹株式会社 メディア事業部）
◆ 荒野の用心棒 完全版 製作 50 周年 Blu-ray コレクターズ・エディション
（発売元：「荒野の用心棒」ブルーレイ発売委員会、
販売元：NBC ユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社）



ベスト Blu-ray 3D

TM

賞：

◆ ウォーキング with ダイナソー 3 枚組コレクターズ・エディション〔初回生産限定〕
（発売元・販売元：20 世紀フォックス ホーム エンターテイメント ジャパン株式会社）
◆ 【初回限定生産】ゼロ・グラビティ 3D&2D ブルーレイセット
（発売元・販売元：ワーナー エンターテイメント ジャパン株式会社）
◆ ネイチャー 3D&2D Blu-ray セット
（発売元・販売元：NBC ユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社）


ベストインタラクティビティ賞：
◆ A REALM REBORN: FINAL FANTASY XIV Original Soundtrack
（発売元：株式会社スクウェア・エニックス、
販売元：株式会社 ソニー・ミュージック マーケティング）
◆ X-MEN フューチャー&パスト 3 枚組コレクターズ・エディション〔初回生産限定〕
（発売元・販売元：20 世紀 フォックス ホーム エンターテイメント ジャパン株式会社）

今回は、音楽ライブやイベントの多くの作品がブルーレイ化されている現状を踏まえ、ベスト高画質賞
ライブエンターテイメント部門を新設し、年々ジャンルの広がりを見せているブルーレイ市場に対応した
受賞カテゴリーとなるよう変更し、エントリーカテゴリが過去最大の合計 14 部門となっております。また
エントリー作品数も例年並の 73 作品に上り、グランプリ作品の審査も例年以上に接戦となることが予
想されます。
また、先日締め切られたユーザー投票には 22,428 票の投票が行なわれ、大変な盛り上がりを見せま
した。様々なジャンルの候補作品の中から、ユーザーの投票のみで決定するユーザー大賞作品にも
注目が集まります。「ユーザー大賞」を含む各部門の受賞作品・グランプリの発表ならびに授賞式典は
2 月 17 日（火）に都内で実施する予定です。
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参考資料
第 7 回「DEG ジャパン・アワード / ブルーレイ大賞」概要
1.

カテゴリー
第 7 回「DEG ジャパン・アワード / ブルーレイ大賞」は下記のカテゴリーによって構成されます。
下記の下線（※）は、第 7 回からの新設および変更点です。
■ グランプリ
■ 審査員特別賞
■ ベスト高画質賞（映画部門（洋画、邦画）、TV ドラマ部門、企画映像部門、
ライブエンターテイメント部門※
※音楽ライブやイベントを対象としております
アニメ部門（洋）、アニメ部門（邦）、アニメ部門（TV・その他））
■ ベスト高音質賞（音楽部門（クラシック）、音楽部門（ポップス他）、音響効果部門※）
※映像部門を音響効果部門に名称変更しました
■ ベストインタラクティビティ賞
■ ベストレストア/名作リバイバル賞（旧作品の画質・音質を修復）
■ ユーザー大賞
TM
■ ベスト Blu-ray3D 賞
※映画部門（洋画、邦画）、および TV ドラマ部門へのアニメ作品のエントリー不可

2.

選考委員
審査委員長
麻倉 怜士
（AV 評論家）
審査委員
本田 雅一
（AV 評論家）
藤原 陽祐
（AV 評論家）
明智 惠子
（株式会社キネマ旬報社 キネマ旬報 編集長）
米崎 明宏
（株式会社近代映画社 スクリーン 編集長）
小川 純子
（株式会社 KADOKAWA DVD&ブルーレイでーた 編集長）
千葉 栄
（株式会社日之出出版 DVD&ブルーレイ VISION 編集長）
泉 哲也
（株式会社ステレオサウンド 月刊ハイヴィ/季刊ホワイエ 編集委員）
縣 良輔
（ぴあ株式会社 ぴあ MovieSpecial 編集長）
小川 仁志
（日経 BP 社 日経エンタテインメント! 編集長）
葛城 博子
（オリコン・エンタテインメント株式会社 オリジナル コンフィデンス編集部 編集統括）
水野 寛
（株式会社 KADOKAWA 角川書店 BC Newtype 編集長）
松下 俊也
（株式会社徳間書店 アニメージュ 編集長）
馬渕 悠
（株式会社学研パブリッシング アニメディア 編集長）
社団法人日本オーディオ協会
DEG ジャパン 機器メーカー会員
（順不同、敬称略）

3.

エントリー対象作品
2014 年 1 月 1 日～12 月 31 日の間に国内で発売・販売されたブルーレイ作品
※一般作に限る
エントリー規定
・ DEG ジャパン会員ソフトメーカーによる自薦エントリー
・ 審査員による推薦エントリー
・ DEG ジャパン非会員ソフトメーカーによる一般公募エントリー

4.

審査プロセス
■ 一次審査（入賞作品の決定） ※既に終了しております
エントリー作品を、審査委員の投票により審査し、二次選考に進む入賞作品を決定。
■ 二次審査
審査委員が一堂に会する二次選考会にて審査を行い、入賞作品の中から各部門の受賞作
品、グランプリ作品を決定。ユーザー大賞のみ、一般 BD ユーザーからの投票より決定（投
票は BDA マイスタークイズサイト※：http://meister.blu-raydisc.com/jp/ にて、2014 年 12 月
1 日（月）から 2014 年 12 月 25 日（木）まで BDA BD Title Award 2014 と共催で実施）※BDA
マイスターサイトは、BD 関連の企画・運営を行っているサイトで、ブルーレイディスク・アソシ
エーションが公認しています。
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■ 受賞作品発表・授賞式
2015 年 2 月 17 日（火）に東京都内で実施する授賞式にて各受賞作品の発表を予定してお
ります。また DEG ジャパン Web サイト（http://www.deg-japan.jp/）で発表いたします。
【DEG ジャパンについて】
デジタル・エンターテイメント・グループ・ジャパン（DEG ジャパン）は、次世代のデジタルエンターテイメ
ント市場のさらなる成長を目的に、映像コンテンツメーカーや映像機器メーカーが一体となって活動を
行う業界団体です。2008 年 6 月に発足し、2015 年 1 月現在計 38 社が加盟しています。
DEG ジャパンの活動の詳細並びに最新のブルーレイソフト情報については、
http://www.deg-japan.jp/ でご覧いただけます。

DEG ジャパンの会員企業・計 38 社 (五十音順、2015 年 1 月現在)
映像コンテンツ会員 （計 26 社）
アスミック・エース エンタテインメント株式会社、アミューズソフトエンタテインメント株式会社、株式会社
IMAGICA TV、ウォルト･ディズニー･ジャパン株式会社、エイベックス・エンタテインメント株式会社、株
式会社エスピーオー、株式会社 NHK エンタープライズ、株式会社 KADOKAWA、キングレコード株式
会社、NBC ユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社、松竹株式会社、株式会社ソニー・ピク
チャーズ エンタテインメント、株式会社ソニー・ミュージックディストリビューション、東映株式会社、東宝
株式会社、20 世紀フォックス ホーム エンターテイメント ジャパン株式会社、日活株式会社、株式会
社バップ、株式会社ハピネット、パラマウント・ジャパン合同会社、バンダイビジュアル株式会社、ビクタ
ーエンタテインメント株式会社、ビコム株式会社、株式会社ポニーキャニオン、株式会社よしもとアー
ル・アンド・シー、ワーナー エンターテイメント ジャパン株式会社
機器メーカー会員 （計 5 社）
シャープ株式会社、ソニー株式会社、東芝ライフスタイル株式会社、パイオニアホームエレクトロニクス
株式会社、パナソニック株式会社、
協賛会員 （計 7 社）
株式会社キネマ旬報社、ジーエフケー マーケティングサービス ジャパン株式会社、株式会社ソニー
DADC ジャパン、dts Japan 株式会社、Dolby Japan 株式会社、メモリーテック株式会社、ロヴィ株式会
社

本件に関する報道関係各位からのお問い合わせ先：
DEG ジャパン広報事務局
（株式会社プラップ ジャパン 内）
担当:小野、柏木
電話: 03-4580-9105

e-mail:degjapan@ml.prap.co.jp
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