
                    
 

 

1 

NEWS RELEASE                                          2016年8月3日 
報道関係各位                                                      株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

 

 

 

 
 

 

 

株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ（東京都千代田区、代表取締役社長：松原眞樹 以下ＫＡＤＯＫＡＷＡ）で

は、エンターテインメント・ノベル レーベル「電撃文庫」より小説『ソードアート・オンライン』シリー

ズ（著／川原 礫、イラスト／abec）を刊行しております。このたび、米国の多角的メディア企業である

Skydance Media（本社：米カリフォルニア州、代表者：David Ellison、以下スカイダンス・メディア）

による『ソードアート・オンライン』シリーズの全世界向け実写映像化について合意、スカイダンス・メ

ディアにより、世界初『ソードアート・オンライン』実写テレビドラマの企画が進行していることをお知

らせいたします。 

実写テレビドラマ化にあたっては、Laeta Kalogridis（レー

タ・カログリディス、「アバター」「シャッター アイラン

ド」「ターミネーター:新起動/ジェニシス」）がパイロット

版エピソードの脚本を担当、David Ellison（デイビット・エ

リソン）、Dana Goldberg（デイナ・ゴールドバーグ）、Marcy 

Ross（マーシー・ロス）と共にエグゼクティブ・プロデュー

サーを務めます。 

『ソードアート・オンライン』は、2016年8月10日発売のシ

リーズ最新18巻を含み全22冊を刊行、全世界累計発行部数が

1,900万部を突破※する小説作品を原作としています。これま

で、9作品のコミック化や2度のテレビアニメ化、ゲーム化、

商品化と、幅広いメディア展開を行ってきました。コンシュー

マゲームでは2013年の発売以来190万本を売り上げ、アプリ

ゲームのダウンロードは900万を達成しています。アニプレッ

クスを主幹事とする、A-1ピクチャーズ制作のテレビアニメシ

リーズでは、これまでに全世界で93万本以上のビデオを販売。

北米では2014年3月よりNetflixにて配信されています。2017

年春には、原作者・川原 礫氏の書き下ろし完全新作オリジナ

ルストーリーによる「劇場版 ソードアート・オンライン  

           -オーディナル・スケール-」が全国ロードショーの予定です。 

スカイダンス・メディアが手掛ける『ソードアート・オンライン』テレビシリーズでは、次世代ＶＲオ

ンラインゲーム「ソードアート・オンライン」の世界に囚われた主人公・キリトとその仲間たちがデスゲー

ムのクリアを目指す、という原作小説のストーリーをベースとします。数々の謎に満ちた壮絶なゲームの

世界において、ゲームオーバー（＝現実の死）に立ち向かい、キリトたちがソード（剣）による死闘を繰

り広げていく内容になります。 

※日本国内での累計発行部数1,250万部と海外での累計発行部数650万部を合算した部数。海外では、2016年7月
末現在、中国、台湾、韓国、タイ、アメリカ、イギリス、ベトナム、ドイツ、イタリア、フランス、ポーラ
ンドなどで翻訳版が刊行されています。 

電撃文庫『ソードアート・オンライン』 
ハリウッドにて全世界向け実写映像企画進行中 

米国の多角的メディア企業 スカイダンス・メディアによる製作 

＜原作小説は全世界累計1900万部を突破＞ 

 

8月10日発売 
電撃文庫『ソードアート・オンライン』 

最新刊表紙 
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■原作小説 『ソードアート・オンライン』シリーズについて 

『ソードアート・オンライン』シリーズは、日本最大規模の公募新人賞「電撃大賞」の小説部門で第15

回《大賞》を受賞した川原 礫氏の著作で、謎の次世代オンラインゲーム「ソードアート・オンライン」

を舞台に繰り広げられる主人公・キリトの活躍を描いた小説作品です。 

2009年4月より「電撃文庫」にて刊行を開始、2016年8月10日発売の『ソードアート・オンライン18 ア

リシゼーション・ラスティング』がシリーズ22冊目となり、全世界累計発行部数1,900万部を突破いたし

ます。 

また、「オリコン年間“本”ランキング」において、『ソードアート・オンライン』はライトノベルシ

リーズ別で、2012年と2013年の2年連続1位に輝き、2014年は2位にランクイン、2015年はライトノベル部

門 単巻・作品別で1位2位を独占しました。 

 

 

≪ 『ソードアート・オンライン』実写テレビドラマ化にあたってのコメント ≫ 
 

▼原作小説著者・川原 礫氏より 

「『ソードアート・オンライン』がハリウッドで実写ドラマ化、しかもあのスカイダンスによっ

て……という思いがけない展開にとても興奮し、また感動しています。映像を見られる日が楽

しみで仕方ありません。今回のドラマ化を実現させて下さった全ての関係者様、そして『ソー

ドアート・オンライン』をいままで応援して下さった全世界のファンの皆様に心から感謝いた

します」 

 

▼スカイダンス・メディアＣＥＯ デイビッド・エリソン氏より 

「スカイダンスでは、仮想世界を創作するというビジネスに取り組んでおり、テレビドラマをはじめ

とした実写展開を計画しています。『ソードアート・オンライン』は、壮大なポップカルチャー現

象となることでしょう。世界中の『ソードアート・オンライン』ファンに敬意を表し、レータや川

原 礫、そしてＫＡＤＯＫＡＷＡやアニプレックスのチームと共に、真に感動的な新しい『ソード

アート・オンライン』の世界を創り上げていくことを楽しみにしています」 

 

▼脚本 兼 エグゼクティブ・プロデューサー レータ・カログリディス氏より 

「何年もの間、『ソードアート・オンライン』シリーズの独創的で見事なストーリーテリングに

インスパイアされてきました。最先端でありながら時代を問わない『ソードアート・オンライ

ン』のストーリーを、スカイダンスで新しい作品として立ち上げられること、また優秀なパー

トナーたちと共に仕事ができることを嬉しく思っています」 

◎レータ・カログリディス 

映画やテレビドラマの脚本家兼プロデューサー。脚本作品に「X-MEN」「トゥームレイダー」「ス

クリーム３」「アレキサンダー」「ナイト・ウォッチ」「Bionic Woman （原題）」「レジェンド・

オブ・ウォーリアー 反逆の勇者」そしてエクゼクティブ・プロデューサーも務めたマーティン・

スコセッシ監督「シャッター アイランド」があります。スカイダンスとは、2015年の映画「ター

ミネーター:新起動/ジェニシス」に脚本家兼プロデューサーとして参加しました。その他のプロ

デュース作品に、ジェームズ・キャメロン監督「アバター」や「ホワイトハウス・ダウン」など。

現在、スカイダンス製作・Netflix向けのSFテレビシリーズ「Altered Carbon（原題）」の脚本執

筆およびエクゼクティブ・プロデューサーを務めています。 
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《 8月10日 発売 電撃文庫『ソードアート・オンライン』シリーズ 最新刊情報 》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 電撃文庫『ソードアート・オンライン』シリーズ 既刊情報 》 

電撃文庫 『ソードアート・オンライン』（著／川原 礫、イラスト／abec） 

「これは、ゲームであっても遊びではない」――クリアするまで脱出 不可能、ゲームオーバーは本

当の“死”を意味する。謎の次世代MMO「ソードアート・オンライン」で繰り広げられる過酷なデス

バトル。 

◆1～17巻発売中 ◆定価：本体550円～650円（税別） 

◆発行：株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ ◆プロデュース：アスキー・メディアワークス 

電撃文庫『ソードアート・オンライン プログレッシブ』（著／川原 礫、イラスト／abec） 

次世代MMO「ソードアート・オンライン」の巨大浮遊城≪アインクラッド≫攻略の物語を第一層から

描いていくリブートシリーズ。 

◆1～4巻発売中 ◆定価：本体630円～690円（税別） 

◆発行：株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ ◆プロデュース：アスキー・メディアワークス 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【書名】ソードアート・オンライン18 アリシゼーション・ラスティング 

【著】川原 礫  【イラスト】abec 

【レーベル】電撃文庫  【判型・ページ数】文庫判・446ページ 

【定価】本体690円＋税  【ISBN】978-4-04-892250-0  【書店発売日】2016年8月10日（水） 

【発行】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ  【プロデュース】アスキー・メディアワークス 

【内容】ついに、キリトは復活する。世界の行方を握るアリス、最愛の恋人アスナ、駆けつけて 

くれたみんな、そしてアンダーワールドに生きる≪すべて≫を、救うために。 

屈指の人気を誇る長編エピソード≪アリシゼーション≫編がついに完結。 

電撃文庫『ソードアート・オンライン』シリーズ既刊21冊の表紙 
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■コミック版『ソードアート・オンライン』主な作品 （原作／川原 礫 キャラクター原案／abec） 

【電撃コミックス】 

・『ソードアート・オンライン アインクラッド』 全2巻発売中（著者／中村貯子） 

定価：各本体570円（税別） 

・『ソードアート・オンライン フェアリィ・ダンス』 全3巻発売中（著者／葉月翼） 

定価：各本体600円～690円（税別） 

【電撃コミックスEX】 

・『そーどあーと☆おんらいん。』 1～2巻発売中（著者／南十字星） 

定価：各本体750円（税別） ※「電撃文庫MAGAZINE」連載中 

【電撃コミックスNEXT】 

・『ソードアート・オンライン プログレッシブ』 1～5巻発売中（著者／比村奇石） 

定価：各本体570円（税別） ※「電撃G’sコミック」連載中 

・『ソードアート・オンライン ガールズ・オプス』 1～3巻発売中（著者／猫猫猫） 

定価：各本体570円～620円（税別） ※「電撃文庫MAGAZINE」連載中 

・『ソードアート・オンライン ファントム・バレット』 1～2巻発売中（著者／山田孝太郎） 

定価：各本体570円（税別） ※「Comic Walker」連載中（http://comic-walker.com/） 

・『ソードアート・オンライン マザーズロザリオ』 全3巻発売中（著者／葉月翼） 

定価：各本体570円～630円（税別） 

・『ソードアート・オンライン キャリバー』 全1巻発売中（著者／木谷椎） 

定価：本体570円（税別） 

・『ソードアート・オンライン プロジェクト・アリシゼーション』（著者／山田孝太郎） 

※「電撃文庫MAGAZINE」Vol.51（8月9日（火）発売）より連載開始 

 

 
■原作小説著者プロフィール 
 
川原 礫（かわはら れき） 

第15回電撃小説大賞《大賞》受賞。2009年2月、受賞作『アクセル・ワー

ルド』にて電撃文庫デビュー。別名義にてオンライン小説も自身のホーム

ページにて発表しており、その作品『ソードアート・オンライン』を2009

年4月より電撃文庫から刊行開始。2012年には、両作品がアスキー・メディ

アワークス創立20周年記念作品としてTVアニメ化されました。また2014年

6月には新作『絶対ナル孤独者《アイソレータ》』を刊行。デビューから7

年半で著作は40冊以上に及ぶ電撃文庫の人気作家。 

 
 
 
 
＜株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡについて＞ 

1945年、国史・国文学の出版社「角川書店」として創業。映画と書籍のメディアミックス、各種情報雑

誌の創刊、さらには積極的なM＆Aやネット事業への進出などで出版から事業領域を拡大してきました。

2013年10月にはOne CompanyのＫＡＤＯＫＡＷＡとして新たにスタート。「グローバルエンターテインメ

ント企業」を目指し、ＫＡＤＯＫＡＷＡならではのコンテンツビジネスを展開しております。 

●ＫＡＤＯＫＡＷＡオフィシャルサイト： http://www.kadokawa.co.jp/ 

 
 
 

著者近影 

http://comic-walker.com/
http://www.kadokawa.co.jp/
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＜スカイダンス・メディアについて＞ 

 スカイダンスは、世界を席巻するようなエンターテイ

メントの製作を目的に、2010年、デイビッド・エリソン

により創立された多角的メディア企業。映画、テレビ、

インタラクティブメディアなどのプラットフォームを

駆使し、物語に現実味をもたせることを得意としていま

す。2013年にテレビ部門を設立、2016年にはゲーム開発大手 ザ・ワークショップ・エンタテインメント

社を買収し、バーチャルリアリティ体験の開発を行うスカイダンス・インタラクティブ社を設立しました。 

▼スカイダンス・メディアが手掛けた代表的映画作品 

「ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション」「ターミネーター:新起動/ジェニシス」「ワールド・

ウォーZ」「アウトロー」「G.I.ジョー バック2リベンジ」「ミッション:インポッシブル/ゴースト・プ

ロトコル」「スター・トレック イントゥ・ダークネス」「トゥルー・グリット」。 

 2015年公開の「ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション」および「ターミネーター:新起動/ジェ

ニシス」は、共に全世界興行収入10億ドル超を達成しています。 

▼現在公開中および公開予定の映画作品 

「スター・トレック Beyond」（全米公開2016年7月22日）、「ジャック・リーチャー NEVER GO BACK」（同

2016年10月21日）、「Life (原題)」（同2017年3月24日）、「Geostorm（原題）」（同2017年10月20日）。 

▼テレビ部門で進行中の作品ラインナップ 

エミー賞ノミネート作品「Grace and Frankie（原題）」「Altered Carbon（原題）」（共にNetflix）、

「Red Mars（原題）」（Spike TV）、「Jack Ryan （原題）」（Amazon）、「Condor （原題）」（DirecTV）。 
 

＜ご参考＞ 

 

■「電撃文庫」について 

1993年6月創刊のエンターテインメント・ノベル レーベル。「電撃文庫」では、ジャンルを問わずオリ

ジナルのエンターテインメント作品を刊行してまいりました。『とある魔術の禁書目録（インデックス）』

（シリーズ累計発行1,580万部）をはじめ、『灼眼のシャナ』（同860万部）、『キノの旅』（同800万部）、

『魔法科高校の劣等生』（同720万部）、『デュラララ!!』（同560万部）、『俺の妹がこんなに可愛いわ

けがない』（同500万部）、『狼と香辛料』（同400万部）、『はたらく魔王さま！』（同255万部）など、

数多くの大人気シリーズを生み出しています。また現在活躍中の人気作家の多くは、創刊と同年にスター

トした公募新人賞「電撃大賞」より誕生しています。 

また、アニメ、コミック、実写映画、ゲーム、音楽、イベントなど、さまざまなメディアミックスも展

開しており、2016年は『ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った？』（同100万部）のTVアニメが4月より放

送、『ねじ巻き精霊戦記 天鏡のアルデラミン』（同70万部）のTVアニメが7月より放送開始、『アクセル・

ワールド』（同470万部）新作アニメが全国劇場にて公開中のほか、『エロマンガ先生』（同60万部）の

TVアニメ化も決定しています。2015年10月からはファンクラブサービス「電撃文庫CLUB」も展開中で、「電

撃文庫」は多くの方々に楽しんでいただいております。毎月10日発売。 

●「電撃文庫」公式サイト： http://dengekibunko.jp/ 

●「電撃文庫CLUB」： http://dengekibunko.jp/club/ 

●「電撃文庫」公式Twitter： https://twitter.com/bunko_dengeki 

以上 

 

【本件に関する報道関係からのお問合せ先】 

株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

アスキー・メディアワークス事業局 

オフィシャルサイト ： http://www.kadokawa.co.jp/ 

http://dengekibunko.jp/
http://dengekibunko.jp/club/
https://twitter.com/bunko_dengeki
http://www.kadokawa.co.jp/

