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【見】ゲーム★マニアックス ＃176 4月21日～

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃176／「ストライクウィッチーズ」「フレイ
ムアームズガール」の島田フミカネ氏がキャラクター、メカデザインを全体監修した3Dアクションシュー
ティングゲーム「アリス・ギア・アイギス」を紹介します。またテンセントゲームスが放つ世界最大級の三
国志シミュレーションゲーム「天地の如く」を紹介します。

ANIMAX MUSIX 2019 OSAKA 5月1日～
2019年1月19日に大阪城ホールで開催されたアニメミュージックの祭典、「ANIMAX MUSIX 2019
OSAKA」！6時間にわたり、会場を熱狂の渦に巻き込んだイベントの模様を、90分に凝縮してお届けしま
す！

ガラスの艦隊 第01話 流星のごとく… 5月1日～

第01話 流星のごとく…／古き貴族連合艦隊とヴェッティ率いる新貴族連合艦隊との大決戦。新貴族艦
隊の勝利、その後ヴェッティは神聖帝国を樹立。だが、それは圧政の始まりにすぎなかった。そしてその
ヴェッティ政権打倒の為に立ち上がったのが、ミシェル率いる人民軍である。彼らはある日、領土戦艦の
合併が行われる貴族同士の結婚式に潜入し…。

ガラスの艦隊 第02話 疾風のごとく… 5月1日～

第02話 疾風のごとく…／宇宙の闇を切り裂く光が敵の巨大戦艦を貫く。その光、クレオが駆るガラスの
戦艦の圧倒的強さ。そこにミシェルは新たな救世主の姿を見るのだった。一方、神聖帝国の中枢である
「コート・ドール」では、皇帝ヴェッティの下を十字星教法王ゴルナが訪れていた。提案された法王の娘と
の婚姻を時期尚早とはねつけるヴェッティ。

ガラスの艦隊 第03話 運命のごとく… 5月1日～

第03話 運命のごとく…／クレオ一行は掃き溜めの星・オルレアンに降り立つ。十字星教の禁忌に触れ
ると上陸を恐れるジャン等を後目に、クレオは一人雪山へと向かう。後を追うミシェル。氷の城で二人を
待っていたのは、謎の預言者ギルティだった。彼女は一つの予言をクレオに告げる。間もなく二人と入れ
違いに、現れたのはなんとヴェッティであった。

ガラスの艦隊 第04話 疵痕のごとく… 5月1日～

第04話 疵痕のごとく…／街の片隅のバーで偶然にも出会ったクレオとヴェッティ。視線が重なり、本能
的に抜刀する二人。相手がヴェッティだと分かり剣を抜くミシェルだったが、二人の間に入ることはできな
い。互いに一歩もひかぬ攻防戦が繰り広げられる中、騒ぎをききつけた各々の戦艦が彼らを助けにやっ
てくる。そして戦いは戦艦同士の一騎打ちへ。

ガラスの艦隊 第05話 仮面のごとく… 5月1日～

第05話 仮面のごとく…／来襲したジョンフォール艦隊はヴェッティを離脱させることに成功する。だが、
凄まじい機動力を誇るガラスの戦艦の敵ではなかった。自領に着いたヴェッティは、レイチェルが自らと
の結婚を拒んだことを知ると、 彼女に手紙を綴る。愛の歌を、愛無き心で。全ては十字星教の力を欲す
るがために。一方、カベル領へと急ぐガラスの艦隊は…。

ガラスの艦隊 第06話 道化のごとく… 5月1日～

第06話 道化のごとく…／救出した難破船の船員の中にミシェルは戦死した兄そっくりの人物、ジルを見
つける。予期せぬ出会いに心乱れるミシェル。一方、ヴェッティの下に、レイチェルより偽りの愛を語る
ヴェッティを道化になぞらえた手紙が届く。思わぬ返事に愉悦を覚えるヴェッティ。が、突如右目の激痛
に襲われる。その様に不安を覚えるラルフ。

ガラスの艦隊 第07話 叱咤のごとく… 5月1日～

第07話 叱咤のごとく…／カベル領に辿り着くクレオたち。迎える民衆は英雄ミシェルの帰還に湧いた。ミ
シェルはクレオを救世主として人民軍の中心メンバーに紹介するも、クレオ達の非協力的な態度から、
テオドリックらは彼らに不信感を募らせる。一通りの歓迎が済み、屋敷で一人思いに沈むミシェルに仕掛
けたアイメルの悪戯が発端で…。

ガラスの艦隊 第08話 真実のごとく… 5月1日～

第08話 真実のごとく…／ジョンフォール艦隊の強襲に苦戦する人民軍艦隊。クレオ達も出撃するが、烏
合の衆である人民軍に辟易する。業を煮やしたクレオはガラスの戦艦単独で戦闘し、戦局を覆す。その
頃、バロディカではレイチェルの仮面外しの儀式が行われていた。貴族達の注視の下、外されていくレイ
チェルの鉄仮面。仮面の下から顕れた姿とは？

ガラスの艦隊 第09話 流転のごとく… 5月1日～

第09話 流転のごとく…／宇宙最大の中立勢力バルドー領。その領主B.Bこそが宇宙有数の権勢家であ
り、今後の戦いの趨勢を握る女性であった。そして今、まさにクレオ達が彼女との交渉に向かわんとして
いるとの情報が、レイチェルよりヴェッティにもたらされる。レイチェルが去った後、再びヴェッティを右目
の激痛が襲う。だが、以前と同様に間もなくして落ち着くと…。

ガラスの艦隊 第10話 悪鬼のごとく… 5月1日～

第10話 悪鬼のごとく…／バルドー領のB.Bの居城に、人民軍と神聖皇帝軍が交渉の為に同時に訪れて
いた。だが、全く気付かない両者。彼らはこの強かな女公爵に向けて事態の重要性を鳴らし、説く。しか
し、のらりくらりと話をはぐらかすB.B。交渉が平行線を辿る中、クレオの思いがけない一言にB.Bがとっ
た行動とは？

ガラスの艦隊 第11話 餓狼のごとく… 5月1日～

第11話 餓狼のごとく…／バルドー領に倣い、いくつかの諸候達も人民軍への参加を表明し、一大勢力
にのし上がる人民軍。またたく間に銀河の戦局バランスは一転していく。一方、コート・ドー ルではレイ
チェルがヴェッティとラルフの抱擁を目撃し、侮蔑の言葉を浴 びせる。レイチェルに対しヴェッティが語る
自らの隠された過去とは…？

アニマックス オンデマンド
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/ANIMAX01）よりご確認ください。
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◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/ANIMAX01）よりご確認ください。

ガラスの艦隊 第12話 落日のごとく… 5月1日～

第12話 落日のごとく…／神聖皇帝軍と人民軍の戦いは苛烈を極めた。戦いが混戦の度合を深める
中、ガラスの戦艦は単独でコート・ドールのブリッジへ攻撃する。罠を張り、待ち受けるヴェッティ。二人
の剣は再び激しい火花を散らす。激しい戦闘が続く中、カベル領に突如、和平交渉の席が設けられる。
この和平交渉に隠された陰謀とは？クレオ、人民軍達の運命とは？

ガラスの艦隊 第13話 迷宮のごとく… 5月1日～
第13話 迷宮のごとく…／深遠なる宇宙の闇ときらめく星々に目を凝らしながら、物思いにふけるミシェ
ル。クレオたちと共に希望を抱き、絶望を乗り越えながら歩んできたこれまでの軌跡を振り返って…。

ガラスの艦隊 第14話 夜明のごとく… 5月1日～

第14話 夜明のごとく…／監獄施設の医務室で目を覚ますクレオ。クレオ達を乗せた脱出艇はコート・
ドールから無事脱出したものの、辿り着いた砂漠で捕えられたのだった。監獄の女医ミュスカは、驚異的
な回復を見せるクレオの身体に歪んだ興味を抱く。今や全領土戦艦の7割を掌握している神聖帝国。し
かしヴ ェッティはバルドー領を始め…。

ガラスの艦隊 第15話 威風のごとく… 5月1日～

第15話 威風のごとく…／囚人達を配下に収め、脱走を画策するクレオ。いよいよ作戦決行の日、身体
を調べてくれとミュスカに持ちかけ医務室に移送「された」クレオは、そこである秘密を知る事となる。医
務室を制圧し、看守長シークによる罠を切り抜けたクレオは、監獄敷地内の坑道に辿り着く。その最深
にある牢獄には一人の老人がいた。

ガラスの艦隊 第16話 回天のごとく… 5月1日～

第16話 回天のごとく…／クレオが会ったのは伝説の武人ガウェイン提督であった。王皇軍の壊滅後、
処刑されることなく、30年近くこの地に捕えられていたのだった。クレオは、ガウェインから銀河に関する
重要な事実を聞かされる。衝撃的な真実を前に新たな思いを決意するクレオ。一方、愛を求めるレイ
チェルを辛辣に拒絶したヴェッティは、一人稽古場で剣を振るう。

ガラスの艦隊 第17話 飛翔のごとく… 5月1日～
第17話 飛翔のごとく…／未だ散り散りのガラスの戦艦のクルー達。しかし遂に、主無きコート・ドール内
で、シルアがミシェルの救出を、ノヴィ達がガラスの戦艦の争奪を開始した。その頃、ヴェッティ延命の鍵
を探るべく、ギルティの下を訪れたラルフは、新しいお告げを受け、“ある物”の発見を心に誓う。

ガラスの艦隊 第18話 獅子のごとく… 5月1日～

第18話 獅子のごとく…／再び合い交えるクレオとヴェッティ。ヴェッティが放った巨大砲弾は、ガウェイン
の巨大戦艦に回避される。応戦する巨大戦艦。船足の遅い巨艦での戦闘に苦戦するクレオ。ガウェイン
はクレオから指揮を引き継ぎ、巧みな戦術により敵艦を撃破。そのままヴェッティ艦へ強制接舷を果た
す。敵艦隊に乗り込んだガウェインは迫る敵兵をクレオに任せ…。

ガラスの艦隊 第19話 覇道のごとく… 5月1日～

第19話 覇道のごとく…／「黒十字に至り、新たな銀河を手にする」という十字星教の教義の為に、バロ
ディカの地下で秘密裏に細工を施す法王ゴルナは、レイチェルに一振りの宝剣を託す。一方、神聖皇帝
軍の追撃に晒されていたガラスの戦艦は、突如現れた巨大戦艦により窮地を救われる…。そしてその
艦から姿を見せたのは…。

ガラスの艦隊 第20話 瓦解のごとく… 5月1日～

第20話 瓦解のごとく…／B.Bの居城でクレオは、銀河の未来の為に私情を捨ててヴェッティと手を組む
選択肢もある事をミシェルに話す。ヴェッティの名に過剰に反応するミシェル。B.Bは、そんなミシェルの
「性」を見抜き、性別ではなく彼女の偶像性の重要さ、そして新たな選択技の有用性を示唆する。その
頃、バルドー領地に不穏な人影が降り立った…。

ガラスの艦隊 第21話 深紅のごとく… 5月1日～

第21話 深紅のごとく…／十字星教の教義の為に陰謀を企てていた法王ゴルナだったが、作戦は突如
暗礁に乗り上げる。焦るゴルナの前に現れるヴェッティ。全ての目論みは彼に看破されていた。貴族諸
候との会見に疲弊したミシェルは、全てから逃れようと森へと向かう。だが、森で彼女を待っていたの
は、深い霧と自らの心に潜む恐怖心だった。

ガラスの艦隊 第22話 修羅のごとく… 5月1日～

第22話 修羅のごとく…／瞳の疼きに耐えながら、銀河の覇者が自分かクレオか煩悶するヴェッティ 。そ
こにラルフから新たな予言の報告を受ける。一方、地下牢に入れられていたゴルナは、子飼いの兵を使
い、再びコート・ドールの操作を行う。ヴェッティの行動を捕捉したクレオは彼の元へ向かい、ついに二人
の命運を決する時が訪れる！

ガラスの艦隊 第23話 血戒のごとく… 5月1日～

第23話 血戒のごとく…／コート・ドールに強制的に併合されていた領土戦艦を救い、人民軍の戦力を増
すことに成功したミシェル。遂に、最後の決戦が幕を開けた。人民軍に向けて神聖皇帝軍の全艦隊を出
撃させたヴェッティと、それを迎え撃つミシェル・クレオ達。十字星教のゴルナ法王は、戦いを間近に控え
たコート・ドール内で…。

ガラスの艦隊 第24話 喝采のごとく… 5月1日～

第24話 喝采のごとく…／ゴルナ法王亡き後、第247代十字星教法王となったレイチェルは、十字星教の
教えに従い、信者達と共に黒十字へと旅立つ。クレオ・ミシェル達人民軍と、ヴェッティ率いる神聖皇帝
軍の戦いは熾烈を極める。そんな彼らの行為を嘲笑うかの様に、黒十字は全銀河を飲み込む勢いで肥
大化し続ける。クレオはこの銀河を黒十字から救う事が出来るのか？
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アニマックス オンデマンド
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/ANIMAX01）よりご確認ください。

ドルアーガの塔 -the Aegis of URUK- 第01話 5月1日～

第01話／英雄ギルガメスによって崩壊した「ドルアーガの塔」が80年の歳月を経て復活した。邪神ドル
アーガを倒す為、ウルク国は何度も軍隊を塔に派遣するも、その遠征はことごとく失敗に終わる。そんな
中、女神イシターの啓示を受けた青年ジルは英雄王ギルガメスにより、邪神を打ち倒す勇者の証として
光輝く黄金の鎧と剣を拝受する。

ドルアーガの塔 -the Aegis of URUK- 第02話 5月1日～

第02話／初戦の失態によりニーバよりクビを宣告されるジル。失意のままメスキアの街をふらつくが、そ
れでも内々から湧き上がる邪神討伐の意思は衰えない。そんな折、第三次塔遠征に向けて沸き立つメ
スキアに英雄王ギルガメスが来訪する。ジルは途中で知り合った不思議な少女カーヤと無口な女戦士
アーメイを伴い、王の行列を見物しに行くが…。

ドルアーガの塔 -the Aegis of URUK- 第03話 旅立
ちの前に

5月1日～

第03話 旅立ちの前に／駆けつけたニーバの機転により、王暗殺の現場からの脱出を果たしたジルは、
その翌日、予定通りに行われた閲兵式に、昨夜絶命したはずのギルガメス王が出席していることに吃驚
し言葉を失う。その頃市街では突如現れた巨大スライムが暴れまわっていた。スライムの体内に取り込
まれたところをアーメイに救出された少女クーパは…。

ドルアーガの塔 -the Aegis of URUK- 第04話 5月1日～

第04話／各所でモンスターとの戦いを繰広げる登頂者たちに混じり、ジルたちもまた初戦を迎える。し
かし、最初の戦いともあってパーティは連携が取れず、強敵クサラックの前にいきなり苦戦を強いられて
しまう。唯一の登頂経験者であるアーメイの熱心な指導の元、戦闘や登頂に際しての注意点など、必要
な心構えを一通り学んだ一行は再びクサラックの群と対峙する。

ドルアーガの塔 -the Aegis of URUK- 第05話 ジウ
スドラの罠

5月1日～

第05話 ジウスドラの罠／道すがら立てかけてあった「近道の看板」を通過したジルたちは、えもいわれ
ぬ不思議な現象に行く手を阻まれる。突然男女が逆になってしまったり、気ぐるみを強制で着せられたり
と、道中待ち受ける様々な「罠」を切り抜けたジルたちは、やっとの思いで最後の関門にたどり着く。しか
し、待ち受けた「出口の扉」は想像以上の難物だった！

ドルアーガの塔 -the Aegis of URUK- 第06話 雷光
の架け橋

5月1日～

第06話 雷光の架け橋／順調に歩を進めるジルたち一行は、オーガとの戦闘で壊滅状態にあったパー
ティから、ジジという老戦士を救い出す。かつては勇名を馳せた凄腕のガーディアンだったというジジを
伴い、ジルたちは立ち寄った居留地で歩を休めようとするが、街の少年に財布をひったくられたり、メル
トとクーパーは大喧嘩を始めたりと、まるで落ち着く気配がない。

ドルアーガの塔 -the Aegis of URUK- 第07話 片羽
と踊れ

5月1日～

第07話 片羽と踊れ／ケルブ将軍率いるウルク軍は、突如現れた片羽のドラゴンにより、立ち往生を余
儀なくされていた。偵察隊の全滅という最悪の結果がウルク軍を奮起させ、来るドラゴンとの一大決戦に
向けて、塔内はかつてないほど殺気立つ。そんな様子を眼下に見下ろすジル一行とニーバ一行。「龍殺
し」の異名を持つニーバに期待を寄せるジルだったが…。

ドルアーガの塔 -the Aegis of URUK- 第08話 伝説
の塔

5月1日～

第08話 伝説の塔／正体不明の難病に倒れるカーヤ。あからさまに怪しい病名とその症状に、思わず困
惑する一行だったが、たった一人真に受けたジルだけは「それは大変だ！」と、大真面目に特効薬を探
そうとする。果たして特効薬があるとされるその場所は、ジルたちが知るこれまでの塔とはまるで趣の違
う世界だった！未知の領域でジルを待ち受ける試練とは一体？

ドルアーガの塔 -the Aegis of URUK- 第09話 イレ
ブンナイン

5月1日～

第09話 イレブンナイン／細い支柱のみで構成されたフロアに足を踏み入れたジル一行は、風船型モン
スターのバルバルとの戦闘に突入、すっかり様になった連携プレーで敵を翻弄し、最後はメルトの全体
魔法で首尾よく敵の殲滅に成功する。しかし、散り際に自爆する習性を持つバルバルの爆発により不安
定な構造のフロア全体が崩れ落ちてしまう。

ドルアーガの塔 -the Aegis of URUK- 第10話 夏の
終わりに

5月1日～

第10話 夏の終わりに／「金剛の宮」にまで歩を進めたジルたち一行は、目指す最上階「天空の宮」まで
もう一歩のところまで来ていた。ニーバ一行やウルク軍、そしてパズズたちもまた、それぞれの道を行軍
する。生き残った者たちそれぞれの思惑が交錯する塔内。登頂者たちの幾度目かの邂逅は、ついに熾
烈な戦いとなって、邪神の塔に新たな記憶を刻むのだった。

ドルアーガの塔 -the Aegis of URUK- 第11話 5月1日～

第11話／ついに姿を現した邪神ドルアーガ。その巨大な姿に臆することなく、果敢にも立ち向かっていく
ニーバたちだったが、邪神の圧倒的な力の前に次第に押され始めていく。絶対絶命のピンチに陥った
ニーバたちを助けようと、すぐにでも駆け出そうとするジル。しかしカーヤはあくまで最上階を目指そうと
主張する。そんなカーヤの手を振りほどき…。

ドルアーガの塔 -the Aegis of URUK- 第12話 5月1日～

第12話／ドルアーガを倒すには、ファティナやケルブらと力を合わせる必要があると察したジルは、面々
を前に塔の地形をうまく利用した作戦を説明していく。僅かな勝機を作り出す為、ガーディアンとしての
本懐でもある囮役を買って出るジル。そんなジルを前にカーヤはただ涙を流すことしかできない。旅の
始めとは打って変わり、すっかり頼もしくなったジルは…。

ドルアーガの塔 -the Sword of URUK- 第01話 ギル
ガメスの塔

5月1日～

第01話 ギルガメスの塔／ドルアーガ討伐から半年--。討伐の手柄は、ギルガメス王のものとなり、真実
を知るかつての登頂者たちはそれぞれ日々を過ごしていた。ジルは、ニーバとカーヤが「幻の塔」に消
えたショックから立ち直れないでいる。宿屋に居候し、引き込もりの日々を過ごすジル。そんなジルを、
観光ガイドをやりながらも…。
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ドルアーガの塔 -the Sword of URUK- 第02話 王都
メスキア

5月1日～

第02話 王都メスキア／謎の少女は自分をカイと名乗る。カイとは、イシターの巫女にして、既に死んだ
はずのギルガメス王の王妃と同じ名前。ジルは「幻の塔」に入れるというカイの言葉を信じ、再び登頂の
準備を始める。そんなジルに反発するファティナ。そこにカイをつけねらう黄金騎士団団長ウラーゴンが
現れる。メスキア市民を巻き込むことを躊躇せず…。

ドルアーガの塔 -the Sword of URUK- 第03話 5月1日～

第03話／金剛の宮まで訪れたジルたちを待っていたのは、スキーリゾートの経営者として成功したメル
トだった。しかもリッチになったメルトは、軍とのつきあいを優先して、ジルたちとカイをウラーゴンに引き
渡してしまう。牢屋に閉じこめられたジルたち。一方、リゾートのバックヤードでは、メルトにこき使われて
いたローパーたちの大脱走計画が静かに進行していた。

ドルアーガの塔 -the Sword of URUK- 第04話 幻影
の中へ

5月1日～

第04話 幻影の中へ／カイとともに天空の宮に到着したジルたち。ジルたちを追う黄金騎士団とメルト、
クーパも時をおかず天空の宮に入る。そこに待ち受けていたのはまたも邪神ドルアーガだった。再びド
ルアーガと戦うジルたち。その戦いの最中、ジルは大人の姿となったカイから、謎のすべてを知らされ
る。カーヤがなにを望んでいたのか。どうして自分は裏切られたのか。

ドルアーガの塔 -the Sword of URUK- 第05話 影の国 5月1日～

第05話 影の国／幻の塔の頂点にいるのはギルガメス王の影。その存在が現実のギルガメス王にも悪
影響を及ぼしているという。ギルガメス王の影を倒すために、幻の塔の最上階を目指すニーバとカー
ヤ。二人を追うジルたちは、黄色い空のフロアへと足を踏み入れる。そこは影のモンスターが次から次
へと襲いかかってくる恐ろしいフロアだった。絶体絶命の危機に陥るジルたち。

ドルアーガの塔 -the Sword of URUK- 第06話 四つ
の刺客

5月1日～

第06話 四つの刺客／熱帯雨林のフロアで、グレミカ配下の暗殺者に狙われるジル。そこに新たな2人
の刺客が現れる。一方、湖のフロアを行くニーバとカーヤ。「神は慈愛です」というカーヤに、ニーバは
「神は気まぐれだ」と答え、いらだちを隠さない。そんな二人をやはり2人の刺客が襲う。刺客の正体は、
かつてドルアーガに仕えた四騎士の魂を持つ4人の人工戦士。

ドルアーガの塔 -the Sword of URUK- 第07話 常春
の館

5月1日～

第07話 常春の館／次のフロアにたどり着き、奇しくもメルトとクーパとも合流を果たしたジルたち。目の
前に現れた洋館で彼らを待ち受けていたのは、死んだはずのアーメイ。やがてカリーも姿を見せる。うれ
しくはあるが、戸惑いを隠せないジル。死者と出会えたうれしさで、先に進む意欲を失っていく仲間たち。
そこにスペキュラとブラッド、アイスが攻撃を仕掛けてくる…。

ドルアーガの塔 -the Sword of URUK- 第08話 二人
はかつて

5月1日～

第08話 二人はかつて／干上がった湖のフロアを進むジルたち。次に、ジルたちが到着したのは、巨大
な竜の白骨が散乱する竜の墓場だった。傷ついたカーヤを抱え、竜の墓場で一時の休息をとっていた
ニーバ。追撃してきたスペキュラを引きつける囮となったジルは、ついにニーバと再会する。そこに迫り
来るスペキュラ。さらにニーバの師匠であるグレミカも現れ…。

ドルアーガの塔 -the Sword of URUK- 第09話 夢の終わ
りに

5月1日～

第09話 夢の終わりに／仲間のもとにもどった時、ジルが目撃したのは何者かの攻撃に倒れたファティ
ナたちだった。一方竜の墓場では、ジル・パーティーとグレミカ・パーティー、そしてウラーゴンと四騎士
の一人マイトが接触。自分たちの置かれた状況を把握し、登頂の目的を確認するジルたち。その時、幻
の塔にも新たな異変が始まる。

ドルアーガの塔 -the Sword of URUK- 第10話 5月1日～
第10話／カイを捕らえて一気に最上階を目指すサキュバスとニーバ。ジルたち一行も最上階へと向か
う。最上階で待つのは、力を強めていくギルガメス王の影。ニーバとジルたちは、それぞれ影の居城へ
と攻め込んでいく。

ドルアーガの塔 -the Sword of URUK- 第11話 神を
うつもの

5月1日～
第11話 神をうつもの／王座の間でニーバとギルガメスの影が激しい戦いを繰り広げる。だが遅れて王
座の間に入ったジルが見たのは、ニーバがギルガメスの影の刀に倒れる姿だった。ギルガメスの影に
戦いを挑むジル。ギルとジルの決戦が始まった。

ドルアーガの塔 -the Sword of URUK- 第12話 つな
いだ手は

5月1日～
第12話 つないだ手は／ついに真の姿を明らかにするドルアーガの塔。そして対峙するジルとニーバ、
カーヤとサキュバス。戦いの果てに見えるものは…。

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第42話

5月1日～

第42話／今回の主役は、まさかのシャーロ！？最近、街にやってきたワイルディという名前の犬が何者
かによって殺された。第一発見者のジョリーによると、ワイルディは、自宅の庭で全身の血が抜けたよう
に体がしぼんでいたとのこと。また、ワイルディと一緒に飼われていた猫のワットによると、ワイルディは
しゃべりが達者で、みんなから好かれており…。

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第43話

5月1日～

第43話／ガルフレッツアー夫人がレイトン探偵社にやってきた。なんでも夫人はVRゲーム『ホラーキャッ
スルVR  -殺人鬼クーパーとスーパーゴッドリング-』にハマっているが、どうしてもクリアできないので、
カトリーに手伝ってほしいという。ゲームをクリアするには、殺人鬼クーパーの攻撃をかいくぐり、「スー
パーゴッドリング」を探し出す必要があるらしい。
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レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第44話

5月1日～

第44話／カトリーたちは、レイトン探偵社の近くに新しくできた『超人飯店』というレストランに出かける。
店主のプヨンから「オープン記念だから好きなだけ食べると良いョ」と言われ、お腹いっぱいまで食べた
カトリーたち。しかし、プヨンのセリフは食べ放題という意味ではなく、300ポンドもの大金を請求されてし
まった。持ち合わせに困ったカトリーに対して…。

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第45話

5月1日～

第45話／アンドレアから幽霊屋敷型脱出ゲーム『ゴーストエスケイプ』に招待されたカトリーたち。会場
に着くと、そこにはアスポワロやジェラルディン、ベンガリー、ミンタンなど、カトリー以外にもたくさんの招
待客の姿が！ゲームの内容は、屋敷内にある大量のドールの中から3人のゴーストを見つけ出し、出口
から脱出すること。

宇宙戦艦ティラミス 第01話 FLY IN SPACE/NAKED
DANCE

5月1日～
第01話 FLY IN SPACE/NAKED DANCE／【コックピット】…そこは串カツの二度漬けが許される自分だ
けの聖域。これは引きこもり系イケメンエースパイロット「スバル・イチノセ」の熱き戦いの物語である。
「デュランダル出撃！」

宇宙戦艦ティラミス 第02話 5月1日～
第02話／宇宙チワワを拾ったスバルは、「チビ」と名づけて、コックピット内でこっそり飼い始める。しか
し、まさかの進化を遂げ続ける「チビ」にスバルは苦渋の決断を下す。「そんな目で見るなよ…」

宇宙戦艦ティラミス 第03話 BLUENESS/THE LAST
VOLUME

5月1日～
第03話 BLUENESS/THE LAST VOLUME／偉大なチチをもつ女パイロット「リージュ・ルロワ」。ぬいぐる
みとレース溢れるリージュ専用機に搭乗する事になったスバルは、羞恥の中でふとそこに漂うシャン
プーの良いにおいに気づく。「…つまりここは女子の部屋」

宇宙戦艦ティラミス 第04話 5月1日～
第04話／【尿意】それは不意にやって来てスバルを恐怖のどん底へと誘った。冷たいものを取りすぎた
自分を責めるも時すでに遅く。スバルの限界はもうすぐそこまで来ていた。「完全に終わった…」

宇宙戦艦ティラミス 第05話 5月1日～
第05話／おかず、まさかその重要性に気づく日が来るとは夢にも思わなかった。広大な宇宙で一人白
米に取り囲まれたスバルがとった決死の行動とは！？

宇宙戦艦ティラミス 第06話 5月1日～
第06話／艦長の元で、ティラミスクルー達は一丸となって士気を高めていた。その一方、スバルは別の
ことで高まっていた。幼い頃からスバルが憧れていた浮かれた聖夜に繰り広げられる出来事とは…。

宇宙戦艦ティラミス 第07話 5月1日～
第07話／遂にティラミスクルー達の理不尽さに愛想がつき、戦艦を下りる決意をしたスバルだが、長年
会っていなかった兄と思わぬ再会果たす。宇宙に選ばれし兄弟の運命の歯車が今動き出す！「兄さん
俺はまだーー」

宇宙戦艦ティラミス 第08話 5月1日～
第08話／些細なことが原因で次第にすれ違うスバルとイスズ。宇宙規模の兄弟喧嘩が今…始まる！？
「やはり俺たちは戦う運命にあるようだな、スバル…」

宇宙戦艦ティラミス 第09話 5月1日～
第09話／スバルが宇宙戦艦ティラミスに戻ると、彼の部屋には、アシストボット「パッカー」の姿が！突如
現れたパッカーの策略で、スバルは窮地に追い込まれる。それでも俺はやってない！！

宇宙戦艦ティラミス 第10話 5月1日～
第10話／黒き肌をもつスバルと瓜二つの青年が突如現れた。果たしてオリジナルはどちらか…。黒い悪
魔がスバルの背後に迫り来る。「見つけたぞ…俺のコピー」

宇宙戦艦ティラミス 第11話 5月1日～
第11話／宇宙戦艦ティラミスのエースパイロット「スバル・イチノセ」。地球を守ると言う重い使命を一人
背負う青年の日常に完全密着。成長、葛藤そして心の内に迫る。衝撃のドキュメンタリー番組をお届
け。
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宇宙戦艦ティラミス 第12話 MAN’S WORLD 5月1日～
第12話 MAN’S WORLD／スバル専用機デュランダルに激しく疲弊の色が見え始める。愛機の設計者と
の想い出が蘇る。スバルにとってコックピットが聖域となった理由（わけ）が今明かされる。

宇宙戦艦ティラミス 第13話 5月1日～
第13話／激化する戦闘によって、大気圏宙域まで押しやられたティラミス。戦場へと向かったスバルの
前にイスズが立ちはだかる。兄弟たちの運命はーーー…

宇宙戦艦ティラミスII 第01話 5月1日～
第01話／愛機「デュランダル」を失ったスバルに突如、禁断症状が現れる。重度のコックピット依存症の
スバルが、震える体で導かれるように向かった場所とは…。「スバル！ このチョコバーを握ってみろ！」

宇宙戦艦ティラミスII 第02話 5月1日～
第02話／地球でイチノセ兄弟と運命の再会を果たした二人の父「ソウイチロウ・イチノセ」博士は、デュラ
ンダルを生み出した一流のロボット開発者だった。しかし、ちょっとヘンな兄弟の父親は、だいぶヘンな
人物で…。「あれこそが、私の最高傑作54万ダルだ！」

宇宙戦艦ティラミスII 第03話 5月1日～
第03話／父に銃を突きつけ、ネオデュランダルを奪おうとするイスズ。しかし、自分だけが「ユニヴァって
ない（ユニヴァース感覚に目覚めていない）」事実に改めて直面して、劣等感にさいなまれたイスズは、
スバルたちの元から去っていく。ここからスバルとイスズの兄弟は再び別の道を歩むことになる。

宇宙戦艦ティラミスII 第04話 5月1日～
第04話／イスズの部下であり、人工ユニヴァース感覚者「キャラウェイ」の操る機体の登場により、連邦
艦隊は窮地へと追いやられる。戦果を報告するためイスズの元を訪れたキャラウェイだったが、敬愛す
る恩人のある行動によって、突如精神が不安定になり倒れてしまう…。「ダメェー」

宇宙戦艦ティラミスII 第05話 5月1日～
第05話／連邦艦隊の張った防衛戦は次々と破られ、戦闘宙域はさらに拡大していく。ティラミスは民間
輸送艇からSOSを受け、搭乗していた民間人を一時収容することになった。思いがけず民間人との交流
を持つことになったスバルだったが…。「バルカン撃たしたってぇー」

宇宙戦艦ティラミスII 第06話 5月1日～
第06話／銃弾に倒れて意識不明のスバルを病室で付き添うイスズ。兄が弟に語りかけようとした時、そ
れを遮るかのように賑やかな見舞客が訪れる。「逆にこっちが元気もらっちゃったっていうか」

宇宙戦艦ティラミスII 第07話 URBAN
WARFARE/GOD SAID

5月1日～
第07話 URBAN WARFARE/GOD SAID／病室で目覚めたスバルの脳内に、彼のコピー生命体・ビヨンド
の声が響き渡る。ネオユニヴァース感覚を持つ者同士による高レベルの戦いが、今始まろうとしている。
「だ・か・らオニポテセットのLサイズだってば…」

宇宙戦艦ティラミスII 第08話 5月1日～
第08話／中尉へと昇格したスバルだったが、ビヨンドとの戦いの影響でパイロットを続けることに疑問を
抱き始めていた。そんな折、彼は自身に意外な才能があることに気づく。将来に新たな可能性を感じた
彼は、ある惑星へと向かうのであった。「俺にしか出来ないことは1つだけですか！？」

宇宙戦艦ティラミスII 第09話 5月1日～
第09話／ワープゾーン内の時空の歪みは、時に鋭い感覚の持ち主に幻影を見せると言われている。後
輩「ロメオ」を迎えたスバルが見た幻影とは、シミュ様とは果たして一体…。「やべぇ、この人やべぇ人だ」

宇宙戦艦ティラミスII 第10話 5月1日～

第10話／革命によりメトゥスの民を根本から変えようと企むイスズは、仲間たちとの親睦を深めるために
食事の場を設ける。凶暴なため鎖に繋がれていたはずのビヨンドも参加し、初めは猜疑心に苛まれてい
たビヨンドだったが、そのお店についワクワクしてしまい…。「コイツらボクを回転寿司でコントロールしよ
うとしているな…」

宇宙戦艦ティラミスII 第11話 5月1日～

第11話／キャデラックの演説を皮切りに地球連邦とメトゥスの民の戦いは激化の一途を辿る。地球連邦
はメトゥスの民に対抗すべく、ネオデュランダルの強化プランに着手し、ロメオのD・ライザーをサポートメ
カとしたデュランダルの新たな姿を模索していた。「僕はこのD・ライザーでスバル中尉の翼になるん
だ！」
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宇宙戦艦ティラミスII 第12話 5月1日～

第12話／極秘裏に開発されていたコックピット「ラムダβ」を搭載した、最終兵器「ヘカトンケイル」で地球
を攻撃するキャデラック。その圧倒的な力の前に地球連邦はなす術もなく途方に暮れていた…。そんな
折に、敵軍であるはずのイスズより地球連邦にある提案がされる…。「これより我々ティラミス部隊は、メ
トゥスの民、イスズ隊との共闘を開始する！！」

宇宙戦艦ティラミスII 第13話 5月1日～

第13話／ヘカトンケイルの破壊的な力にスバルたちは必死の抵抗を続けていた。地球の存亡、生死を
かけた戦いが行われている最中…スバルは、ヘカトンケイルにあってはいけないハズのあるものを見つ
けてしまって…。果たしてイチノセ兄弟は初めての共同作業で地球を守ることができるのだろうか。「これ
で終わりだぁー！」

同居人はひざ、時々、頭のうえ。 第01話 未知との遭
遇

5月1日～

第01話 未知との遭遇／小説家・朏 素晴（みかづき すばる）は、本しか興味がなく、自分の創作を邪魔
する他人が苦手。ひょんなことから猫を拾い、一緒に暮らし始める。猫の予測不能な行動を見ているうち
に、小説のネタがどんどん浮かんでくる素晴。「お前は人間みたいに邪魔してこないし、想像をかきたて
られるし、最高だよ」と思いきや…。

同居人はひざ、時々、頭のうえ。 第02話 君を呼ぶ 5月1日～

第02話 君を呼ぶ／同居を始めた素晴と猫。猫のエサが切れていたことに気付きペットショップへと向か
うが、普段触れ合わない動物たちに囲まれ動揺する素晴。すると、ショップ店員の「なな」に声を掛けら
れ、猫の名前を聞かれ、まだ名付けていなかったことに気付く。一緒に暮らしている“家族”なんだから
名前をつけてとななに言われ、ひとまず考えてはみるものの…。

同居人はひざ、時々、頭のうえ。 第03話 君に触れ
る

5月1日～

第03話 君に触れる／素晴と担当編集・河瀬は朏家で打ち合わせをすることになった。猫好きの河瀬は
ハルに初めて出会い、追い掛け回したりと興奮が収まらない。一方ハルはこの頃、何もない方をジッと
見つめたり、急にジャンプしたりと意味不明な行動ばかり……。おまけに、長い間立ち入っていなかった
素晴の両親の部屋を荒らし、ホコリまみれになる始末…。

同居人はひざ、時々、頭のうえ。 第04話 君のため 5月1日～

第04話 君のため／自宅で大好きな本を読んでいる素晴。だが、大翔と河瀬が次々と家に押し入り、自
分の時間を堪能できずにいた。すると突然河瀬から、迷子になっても安全でいられるように、今すぐハル
の首輪を買うべきだと告げられる。急遽ペットショップへ向かい、ななの案内のもとハルに似合う首輪を
探す素晴。しかし、首輪を嫌がりストレスを抱えてしまう猫も多いという。

同居人はひざ、時々、頭のうえ。 第05話 君に伝えた
いこと

5月1日～

第05話 君に伝えたいこと／少しずつ距離が縮まってきた素晴とハル。先日病院で太り気味と診断され
てしまったハルのため、今日はダイエットの相談にななが家にやって来た。ペットボトルを使ったエサの
あげ方や適切な量など、初めて聴く話に熱心になる素晴。ハルもいつもと違うエサの食べ方に楽しそう
な様子。しばらくしてななは帰宅したが…。

同居人はひざ、時々、頭のうえ。 第06話 つながるも
の

5月1日～

第06話 つながるもの／ななの鍵を返すため素晴と押守家へ向かったハルは、弟・はちと感動の再会を
果たした。すると突然、怖い顔をした大きな男が家に入ってきた！なんとその男はななの弟・優伍だっ
た。その大柄な外見におびえる素晴とハルであったが、はちやろくと戯れる様子を見て一安心。すると優
伍の鞄に「小説北極星」という雑誌を見つける。

同居人はひざ、時々、頭のうえ。 第07話 御せぬ君
たち

5月1日～

第07話 御せぬ君たち／朏家で打ち合わせ中の素晴と河瀬。いよいよ素晴の単行本が発売されるた
め、そのカバーデザインを選んでいると、河瀬からサイン会の話を持ち掛けられる。書店からの強い要
望でぜひ開催してほしいと言われるが、人付き合いが苦手な素晴にとってサイン会などもってのほか。
きっぱりと断る素晴。すると突然、玄関チャイムが鳴り響き

同居人はひざ、時々、頭のうえ。 第08話 君がいる
から

5月1日～

第08話 君がいるから／自宅で仕事中の素晴は居間へ向かうと、窓際で丸くなって寝ているハルを見つ
ける。午後の日差しにあまりにも気持ち良さそうなハルの姿を見て、素晴は隣に座り資料を読み始める
と、思わず寝入ってしまう。すると小学生時代の夢を見始める--。一方ハルは、すぐそばで寝ている素
晴にご飯を作るため台所へと向かう。

同居人はひざ、時々、頭のうえ。 第09話 君にさしだ
す

5月1日～

第09話 君にさしだす／いよいよ今日は素晴のサイン会の日。着慣れていないスーツ姿で、いつもと様
子の違う素晴が心配なハル。何度も話し掛けるが、素晴は聞く耳を持たずそそくさと出て行ってしまう。
ポツンと家に一匹残されたハルは怒り心頭になる…。一方、素晴はサイン会に集まってくれた人たちを
前にして、緊張で震えが止まらず、今にも逃げ出しそうな勢い。

同居人はひざ、時々、頭のうえ。 第10話 いっしょご
はん

5月1日～

第10話 いっしょごはん／締め切り明けでお昼過ぎまで寝ている素晴。大翔からメールが来ていて、妹の
鳴海と友人の春ちゃんがハルに会いに来るという。急な出来事に驚いていると、瞬く間に2人がやって来
た。手土産に春来軒のご飯をもらい、喜びのあまりお腹を鳴らす素晴。ハルにも分けてあげたいところだ
が人間のご飯は猫の体に悪いという。

同居人はひざ、時々、頭のうえ。 第11話 巡る想い 5月1日～

第11話 巡る想い／河瀬に連載の新シリーズ突入を提案されたものの、全くネタが思い浮かばない素
晴。すると、気分転換に外出してはどうかと勧められ、旅行に行くことを決める。旅行先を考えていると、
ふと母・佐保の花壇が目に入る。それは素晴のために、佐保が旅行先で植物の苗や種を買い、育てて
きた花壇であった。ガーデンプレートには訪れた地名が書かれていたが…。
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同居人はひざ、時々、頭のうえ。 第12話 君と僕と 5月1日～

第12話 君と僕と／嵐のせいで徳島からの帰りが遅くなってしまった素晴は、大翔にハルの様子を見に
行ってもらうよう頼む。一方、ハルもなかなか帰って来ない素晴が心配で落ち着かない。そこに大翔が
やってくると、素晴を探しに外に飛び出してしまった！！それを聞いた素晴は、居ても立っても居られ
ず、暴風雨のなか走り出す！なな、優伍、河瀬も加わり皆で探し回るが…。

姫ちゃんのリボン 第33話 お気楽カミルに大迷惑 5月1日～
第33話 お気楽カミルに大迷惑／魔法の国からカミルが人間界にやってきて、有坂と勝負をすることに。
大地と顔がにていることを利用したカミルの作戦とは？

姫ちゃんのリボン 第34話 負けるな！半熟先生 5月1日～
第34話 負けるな！半熟先生／姫子のクラスに美人の教育実習生がやってきた。男子生徒の人気急上
昇と反対に、ひかるたち女生徒は不愉快になっていった。

姫ちゃんのリボン 第35話 迷犬ポチにご用心！ 5月1日～
第35話 迷犬ポチにご用心！／学校からの帰り道、姫子は迷子の子犬をひろってきた。ポチと名付けら
れた子犬は姫子になついて野々原家の一員となるが…。

姫ちゃんのリボン 第36話 支倉先輩！青春の旅立ち 5月1日～
第36話 支倉先輩！青春の旅立ち／最近、元気のない愛子姉ちゃん。支倉先輩がブロンドの年上美人
と英語でデートしてる？二人を目撃した姫子は本気で怒った。

姫ちゃんのリボン 第37話 隠れ家がなくなる日… 5月1日～
第37話 隠れ家がなくなる日…／姫子と大地の秘密の隠れ家は、捨てられない大切なものの保管場所。
そんな家を取り壊そうとやって来たのは五利先生？

姫ちゃんのリボン 第38話 いたずら妖精大騒動！ 5月1日～
第38話 いたずら妖精大騒動！／魔法の国のお城の中、カミルたちは不思議なビンを発見。そのビンの
中から逃げ出したのは、イタズラ好きな双子の妖精だった。

姫ちゃんのリボン 第39話 ホットケーキは甘い罠 5月1日～
第39話 ホットケーキは甘い罠／人間界でイタズラをしまくる妖精、マッシーとホッシー。捕まえるために
用意したのは、妖精が好きなエッセンス入りのホットケーキ。

姫ちゃんのリボン 第40話 ハチャメチャ友情大作戦 5月1日～
第40話 ハチャメチャ友情大作戦／友情に燃える姫子たち仲良しトリオ。ひかるに「女の友情なんてもろ
いものよ」と言われムキになって、友情をアピールすることに。

姫ちゃんのリボン 第41話 小さな恋人たち 5月1日～
第41話 小さな恋人たち／大地の弟、森太郎と姫子の妹、夢子を仲良しにしたい姫子。大地兄弟と姫子
姉妹のダブルデート作戦ははたして成功するのか？

姫ちゃんのリボン 第42話 キャンプでUFO！ 5月1日～
第42話 キャンプでUFO！／夏の夜空に不思議な光が！UFOかもと興味を持った姫子や大地たち。謎の
光を追跡し、郊外でキャンプをすることになった。

姫ちゃんのリボン 第43話 プールでドッキリ！ 5月1日～
第43話 プールでドッキリ！／水着を買ってハワイへ行こう！お店の福引で招待券が当たった姫子や大
地たちはプールへ行くことに。先約があった姫子は分身して…。

姫ちゃんのリボン 第44話 ひかるの懲りない夏休み 5月1日～
第44話 ひかるの懲りない夏休み／夏休み、姫子たちは五利先生の田舎へ泊まりに行くことに。そこで、
近くの別荘へきていたひかるとバッタリ会ってしまった。
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姫ちゃんのリボン 第45話 初恋メモワール 5月1日～
第45話 初恋メモワール／支倉先輩がアメリカ留学に発つ日が近づいた。姫子は、先輩にひそかに憧れ
ていた頃のことを一つずつ思い出していた。

姫ちゃんのリボン 第46話 支倉先輩…さようなら 5月1日～
第46話 支倉先輩…さようなら／支倉先輩と愛子お姉ちゃんのキューピット役をつとめる姫子。出発日、
空港ではなく、自分の部屋の窓から姫子は彼を見送った。

姫ちゃんのリボン 第47話 大地のいない夏休み 5月1日～
第47話 大地のいない夏休み／夏休みになり、大地はひとりで自転車旅行へ出かけてしまった。姫子は
大地に変身して町を歩いてみた。

姫ちゃんのリボン 第48話 狙われたおかあさん 5月1日～
第48話 狙われたおかあさん／姫子の母の小説がベストセラーとなり、パーティーを開いた。しかし、脅
迫状が届いたり、怪しい男が現れたりと事件が起こる。

姫ちゃんのリボン 第49話 ハートタクトで大あばれ 5月1日～
第49話 ハートタクトで大あばれ／夢子が誘拐？母が書いた小説とそっくり同じ事が起きている。姫子は
魔法の新アイテム、ハートタクトを使って…。

姫ちゃんのリボン 第50話 スモール姫ちゃん大失敗 5月1日～
第50話 スモール姫ちゃん大失敗／演劇部の発表会。姫子は出演予定の人形を壊してしまう。ハートタ
クトで変身し、自分が人形の代役とつとめたのだが…。

姫ちゃんのリボン 第51話 リボンの約束 5月1日～
第51話 リボンの約束／魔法の国の王女、エリカに魔法のリボンを預けられてから1年…。そろそろ、リボ
ンを返す日が近づいてきた。

姫ちゃんのリボン 第52話 ポコ太とお別れ？ 5月1日～
第52話 ポコ太とお別れ？／エリカが王位を継承するための審査発表会がやってきた。結果発表を聞く
ため、姫子は魔法の国へと向かう。

【見】ゲーム★マニアックス ＃173 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃173／全世界累計出荷1700万本以上
を誇る人気シリーズの11年ぶりのナンバリング最新作！「デビルメイクライ5」を特集！そしてリリース1
週間で100万DLを突破！ネプテューヌなどの人気シリーズ作品が登場する「メガミラクルフォース」を紹
介します。

【見】ゲーム★マニアックス ＃174 配信中
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃174／さまざまな戦場で繰り広げられ
るロボットチームバトル！「ボーダーブレイク」3月のアップデート情報をお送りします。そして自宅で簡単
クレーンゲーム！「どこでもキャッチャー」を紹介。あの景品GETに挑戦します！

【見】ゲーム★マニアックス ＃175 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃175／東京・秋葉原ソフマップ2号店か
らゲーミング関連のオススメ商品を紹介。初心者にオススメのPCから上級者向けまで周辺機器を紹介
します。また電撃・豊島総編集長が番組独自の視点で選んだ「平成のゲーム業界が生んだスゴいモノ」
を解説します。

ANIMAX MUSIX 2018 OSAKA 配信中
2018年3月、大阪城ホールで2回目の開催となったアニメミュージックの祭典「ANIMAX MUSIX 2018
OSAKA」。その熱いステージの模様をお贈りします！会場を熱気の渦に巻き込んだ数々のコラボレー
ションやカバー！さらに番組でしか見ることの出来ないバックステージの様子やインタビューは必見！

ANIMAX MUSIX 2018 YOKOHAMA 配信中
2018年11月17日（土）に横浜アリーナで開催されたアニメミュージックの祭典、「ANIMAX MUSIX 2018
YOKOHAMA」！6時間に亘り会場を熱狂の渦に巻き込んだイベントの模様を、90分に凝縮してお届けし
ます！
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BLACKLAGOON/BLACKLAGOONTheSecondBarra
ge ＃01 The Black Lagoon

配信中

＃1 The Black Lagoon／日本の商社、旭日重工に勤めるしがないサラリーマン、岡島緑郎。取引先に
ディスクを届ける旅の途中、南シナ海で改造魚雷艇に乗った海賊まがいの3人組、ダッチ、レヴィ、ベ
ニーに捕らわれ、訳のわからぬうちに誘拐されてしまう。彼らの狙いは、緑郎の持っていたディスク。クラ
イアントからの依頼ついでに、彼を人質にして…。

BLACKLAGOON/BLACKLAGOONTheSecondBarra
ge ＃02 Mangrove Heaven

配信中

＃2 Mangrove Heaven／酒場を襲撃したのは、エクストラオーダー社という「戦争屋」から派遣された傭
兵たちだった。岡島緑郎＝ロックは、事実隠蔽のために会社から見放されたのだ。なんとか海へ逃げた
ラグーン号を、傭兵たちの乗る戦闘ヘリが追撃する。圧倒的な戦力差にラグーン号は追い詰められる
が、相手は正面からの勝負を望むかのように…。

BLACKLAGOON/BLACKLAGOONTheSecondBarra
ge ＃03 Ring-Ding Ship Chase

配信中

＃3 Ring-Ding Ship Chase／水夫をひとり欲しがっている船がある。エクストラオーダーとの一件を解決
したロックは、ラグーン号のクルーとなった。交渉役として一応の仕事をこなしていたある日、ロアナプラ
の街に構えたオフィスでひと時の休息を楽しんでいたラグーン商会に、横領品受け取りの依頼が舞い込
む。

BLACKLAGOON/BLACKLAGOONTheSecondBarra
ge ＃04 Die Ruckkehr des Adlers

配信中

＃4 Die Ruckkehr des Adlers／1945年、終戦間近のインド洋で連合軍によって撃沈された1隻のUボー
ト。その艦内には、SS将校が持ち込んだ『ブリュンヒルデに導かれし十二名の騎士』という絵画が残され
ていた。ラグーン商会の今回の仕事は、その絵画を引き上げること。ラグーン号のデッキではロックがボ
ヤいていた。

BLACKLAGOON/BLACKLAGOONTheSecondBarra
ge ＃05 Eagle Hunting and Hunting Eagles

配信中

＃5 Eagle Hunting and Hunting Eagles／Uボートの艦内に侵入したロックとレヴィ。乗組員の遺骸が並
ぶ、さながら地下墓地のような風景に、ロックは顔をしかめる。絵画を探しに入った士官居住区には、乗
組員が争った後が残されていた。一方、ラグーン号は突然攻撃してきた船舶の様子をうかがっていた。
彼らの目的はラグーン号同様…。

BLACKLAGOON/BLACKLAGOONTheSecondBarra
ge ＃06 Moonlit Hunting Grounds

配信中

＃6 Moonlit Hunting Grounds／不審船から潜入した一団の襲撃を受け、レヴィたちは目的の絵を奪わ
れてしまう。彼らはナチスの遺産であるその絵を狙う、ネオナチの一団だった。相手の充実した装備に加
え、依頼に提示された異常に高いギャラに不審を抱きながらも、ダッチとレヴィは絵を取り戻すべく、ネオ
ナチの船へ襲撃を試みる。

BLACKLAGOON/BLACKLAGOONTheSecondBarra
ge ＃07 Calm down,Two men

配信中
＃7 Calm down,Two men／潜水艦での一件以来、ロックとレヴィの間は、どうにも気まずいまま。険悪な
雰囲気を漂わせた車を走らせ、ふたりはダッチの使いを黙々とこなす。使い先ではいつもの調子に戻る
ものの、ふたりになるとまったく不機嫌なレヴィにロックは打つ手がない。

BLACKLAGOON/BLACKLAGOONTheSecondBarra
ge ＃08 Rasta Blasta

配信中

＃8 Rasta Blasta／武器の受け渡しを終えたラグーン号が受け取った荷物は、白人の少年だった。戸惑
うロックに、荷物に余計な感情移入は必要ないと言うダッチ。少年のかわいげのなさにキレたレヴィに代
わって見張りをすることになったロックは、激しい反発にさらされながらも、彼が南米十三家族、ラブレス
家の次期当主であると確信する。

BLACKLAGOON/BLACKLAGOONTheSecondBarra
ge ＃09 Maid to Kill

配信中
＃9 Maid to Kill／イエローフラッグに現れたのは、誰あろうロベルタ……。ラグーン号の面々の連れた
少年の家、ラブレス家に仕えるハウスメイドだった。自分を囲むコロンビア・カルテルを相手に物怖じもせ
ずに対峙したロベルタは、彼らと大銃撃戦を展開する。

BLACKLAGOON/BLACKLAGOONTheSecondBarra
ge ＃10 The Unstoppable Chambermaid

配信中

＃10 The Unstoppable Chambermaid／爆発するイエローフラッグから辛くも脱出したラグーン号の面々
だったが、ロベルタの執拗な追撃は続く。レヴィは銃撃戦の最中に気絶してしまった上、ロックは少年を
連れてきてしまう。夜のロアナプラを舞台に、派手なカーチェイスを繰り広げるロックたち。ついにロベル
タに捉えられたロックたちの車は…。

BLACKLAGOON/BLACKLAGOONTheSecondBarra
ge ＃11 Lock’n Load Revolution

配信中

＃11 Lock’n Load Revolution／テロリストによって事務所を爆破された香港マフィア・張から、ラグーン
商会に緊急の依頼が舞い込む。内容はアメリカに対するテロ計画書の運送。この仕事には慎重を期し
て、それぞれに目的地が設定された5つのチームが用意されていた。依頼の最中、張の事務所に続き、
ラグーン商会も容赦のない襲撃を受ける。

BLACKLAGOON/BLACKLAGOONTheSecondBarra
ge ＃12 Guerrillas in the Jungle

配信中

＃12 Guerrillas in the Jungle／陽動のため、二手に分かれたラグーン号の面々。レヴィとロックは無事
に逃し屋との待ち合わせ場所にたどり着くが、先回りしていたテロ計画書を追うテロリストに、ロックが捕
えられてしまう。逃がし屋に偽装して彼らを待ち受けていたのは、テロリストの中にいた日本人、タケナカ
だった。テロリストのアジトで…。

BLACKLAGOON/BLACKLAGOONTheSecondBarra
ge ＃13 The Vampire Twins Comen

配信中

＃13 The Vampire Twins Comen／ホテル・モスクワ配下の店が、相次いで何者かに襲撃される。各勢
力が危ういバランスでひしめき合っているロアナプラにおいて、均衡を崩すべく動いているのは何者か。
騒然とするマフィアの連絡会は、よそ者の犯行と断定する。犯人には高額の賞金を賭けられ、にわかに
活気付くロアナプラ。そんな中、またも事件が発生。
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◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/ANIMAX01）よりご確認ください。

BLACKLAGOON/BLACKLAGOONTheSecondBarra
ge ＃14 Bloodsport Fairytale

配信中

＃14 Bloodsport Fairytale／バラライカは直属部隊である「遊撃隊」を投入し事態の解決に本腰を入れ
始める。手がかりとなったのは、ふたりの子供が残した言葉。そこからロックが割り出した情報をヒント
に、ついにバラライカは解決の糸口を見つけだす。この惨劇を仕掛けた犯人を割り出したホテル・モスク
ワは、香港マフィア、三合会と協力関係を結び…。

BLACKLAGOON/BLACKLAGOONTheSecondBarra
ge ＃15 Swan Song at Dawn

配信中

＃15 Swan Song at Dawn／双子がくるというポイントにバラライカたちがいないことに気付いたレヴィと
エダ。彼らが向かうだろうホテル・モスクワへ向かう途中、ふたりは双子と遭遇、取引を持ちかけられる
が、ホテル・モスクワも巻き込んだ銃撃戦に発展、双子を逃がしてしまう。しかし、遊撃隊は混乱している
と見せかけて…。

BLACKLAGOON/BLACKLAGOONTheSecondBarra
ge ＃16 Greenback Jane

配信中
＃16 Greenback Jane／夜のロアナプラのとあるホテル。フロリダのヌエヴォ・ラレド・カルテルから旧ド
ル紙幣の偽札作りを依頼されたジェーンは、原版の完成を急がされていた。偽札の完成度にしか興味
のない彼女たちに、業を煮やしたカルテルのエルヴィスは仲間のひとりであるテオを撃ち殺す。

BLACKLAGOON/BLACKLAGOONTheSecondBarra
ge ＃17 The Roanapur Freakshow Circus

配信中

＃17 The Roanapur Freakshow Circus／エルヴィスから逃げたジェーンと偽札の原版の回収を依頼され
たシェンホアらロアナプラの仕事師たち。ジェーンの泊まるモーテルに踏み込んだ彼らは、ギリギリのと
ころでジェーンをとり逃してしまう。ジェーンを金づるとにらんだエダが、一度は援助を断った彼女の気を
変えるために流した情報に…。

BLACKLAGOON/BLACKLAGOONTheSecondBarra
ge ＃18 Mr. Benny’s Good Fortune

配信中

＃18 Mr. Benny’s Good Fortune／シェンホアら仕事師との戦いで焼け落ちるラグーン商会の乾ドック。
彼女らから辛くも逃れたロックとジェーンは、同じくシェンホアから逃れたレヴィとエダと合流して、崩壊す
るドックからなんとか脱出する。仕事を終え、ロアナプラへと戻るラグーン号では、ダッチとベニーが異変
を察知、レヴィたちと合流すべく…。

BLACKLAGOON/BLACKLAGOONTheSecondBarra
ge ＃19 Fujiyama Gangsta Paradaise

配信中

＃19 Fujiyama Gangsta Paradaise／バラライカの通訳として再び日本の土を踏むことになったロック。バ
ラライカは新宿・歌舞伎町にシマを持つ鷲峰組の坂東という男から会談を申し込まれていた。彼は親筋
に当たる香砂会に対してホテル・モスクワと共同戦線を提案、バラライカは承諾の証として彼女たちのや
り方を示してみせる。

BLACKLAGOON/BLACKLAGOONTheSecondBarra
ge ＃20 The Succession

配信中

＃20 The Succession／香砂会に対して容赦なく攻撃を加え、資金源をつぶしていくホテル・モスクワ。
六本木での鷲峰組との会談で、香砂会への次なる攻撃について淡々と語るバラライカに、坂東たちは
慌て始める。そんな中、レヴィに興味を示した鷲峰組組員、チャカは、彼女に軽くいなされた腹いせに
ロックに手を出し、その場は事なきを得るも遺恨を残すことに。

BLACKLAGOON/BLACKLAGOONTheSecondBarra
ge ＃21 Two Father’s Little Soldier Girls

配信中

＃21 Two Father’s Little Soldier Girls／鷲峰組と訣別したバラライカは遠い過去に思いを馳せ、日本で
の任務を冷徹にこなす。一方、鷲峰組の跡目を継ぐことを決意した雪緒は日常に別れを告げ、バラライ
カの行方を追う。ホテル・モスクワへの反撃を開始した鷲峰組は、手始めに東京を取り仕切っているラプ
チェフを襲撃。

BLACKLAGOON/BLACKLAGOONTheSecondBarra
ge ＃22 The Dark Tower

配信中

＃22 The Dark Tower／鷲峰組の屋敷からチャカたちに拉致された雪緒を追って、レヴィとロック、そして
銀次はとあるボウリング場へと向かう。正面から突入し、チャカの配下のチンピラたちを蹴散らすレヴィ
と銀次。レヴィとの勝負を望むチャカは、お膳立てのために雪緒を連れて逃げるが、途中、ロックに阻ま
れ、雪緒を取り逃がすことに。

BLACKLAGOON/BLACKLAGOONTheSecondBarra
ge ＃23 Snow White’s Payback

配信中

＃23 Snow White’s Payback／バラライカと配下のヴィソトニキによる鷲峰組への攻撃は熾烈を極め
る。事務所をはじめとする拠点が次々と襲われ、なす術もないうちに潰されていく。相手の正体に気付
き、歯噛みする雪緒だったが、香砂会との会談も物別れに終わり、和平会の調停もあてにならない状況
で、思いも寄らぬ反撃に出る。

BLACKLAGOON/BLACKLAGOONTheSecondBarra
ge ＃24 The Gunslingers

配信中

＃24 The Gunslingers／ついにバラライカの居所をつかんだ雪緒と銀次は、港のマリア・ザレスカ号を目
指す。一方、手打ちを持ちかけてきた香砂会との会談に臨んだバラライカは、彼らとの共闘を断り、屋敷
を取り囲む機動隊を尻目に悠然と脱出する。バラライカから鷲峰組との抗争終結を告げられたロック
は、雪緒にそれを知らせるため…。

BTOOOM！第01話 start 配信中
第1話 start／22歳、ニートでネットゲーム「BTOOOM！」の世界ランカーである坂本竜太は、目覚めると
南海の孤島に連れ去られ、本物の爆弾を手に、見知らぬ他人との爆殺ゲーム、リアルBTOOOM！に参
加させられていた！戸惑う坂本に、容赦ない攻撃が襲い掛かる！

BTOOOM！第02話 血の女子高生 配信中
第2話 血の女子高生／ヒミコ。青い瞳に金髪の女子校生である彼女は、友人たちと普通の学生生活を
送っていた。そんな彼女も、ある出来事をきっかけに島に送られてきてしまう。その出来ごとを悔やむ彼
女を他所に、島でも魔の手が彼女に襲いかかる…。
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BTOOOM！第03話 サバイバル 配信中
第3話 サバイバル／滝壺で見かけた少女を追った坂本は、平と名乗る男と出会う。平から島に連れてこ
られた輸送機の中での出来ごとを聞かされた坂本は、この島でのルールと、自分がゲーム主催者と関
わりがあるらしいことを知る。

BTOOOM！第04話 世界ランカー 配信中
第4話 世界ランカー／吉良康介、14歳。家出の末に猟奇事件を起こし逮捕。「BTOOOM！」プレイヤー
でもあるこの危険な少年も、誰かの手で島に送られ、同様に島に送られた暴力的な父・義久との関係に
終止符を打つ。現場に遭遇した坂本との間に緊張が走る！

BTOOOM！第05話 強襲 配信中
第5話 強襲／吉良少年との激闘を辛くも制し、平と食事をとる坂本。川を流れてきた死体（明智）を見て
その殺人者を探しに川を上るが、見つけたのは滝壺で出会ったあの少女（ヒミコ）だった。坂本に襲いか
かるヒミコ。「殺さずに島を出る」ことを考え始めた坂本は、どうする…。

BTOOOM！第06話 生贄の夜 配信中
第6話 生贄の夜／無人島の夜。火を囲んでいた坂本達を襲ったのは、大トカゲの群れだった。気を失っ
たヒミコを庇い、平が脚を噛まれる。追いすがったトカゲが襲いかかり、ヒミコを背負った坂本は、先を行
く平とはぐれる。トカゲに囲まれ絶体絶命のピンチを救ったのは…！？

BTOOOM！第07話 仮想花嫁 配信中
第7話 仮想花嫁／トカゲを退けた坂本達だが、平の脚の負傷は重症の様子。しかし、安堵の間もなく次
なる敵が現れる。ヒミコが最初に出会った一人、宮本だ。元傭兵の前に坂本は易々と退けられ、平は更
なる深手を負い、ヒミコは攫われてしまう。意識を取り戻した坂本は…？

BTOOOM！第08話 白い亡霊 配信中
第8話 白い亡霊／宮本は強敵だった。坂本とヒミコは、宮本達のアジトだった巨大廃墟で夜を過ごすこ
とにする。ヒミコは、坂本に明かさなかった自分の正体を夢に見る。しかし、長閑な夢は一条の光に破ら
れる。眩い光の向こう、乱髪の合間に爛々と光る目の主は！？

BTOOOM！第09話 最強プレイヤー 配信中
第9話 最強プレイヤー／自分達以前のゲームの生き残り、村崎志紀と出会い、情報を得た坂本とヒミコ
は、朝を待って平の待つ隠れ家に戻った。そこには見慣れぬ男、伊達の姿が。医師であるといい、平を
治療した伊達を信じた坂本達は、飛行機から落とされる物資の調達に向かう。

BTOOOM！第10話 ハイレベル 配信中
第10話 ハイレベル／飛行機から落とされたトランクを巡り、繰り広げられた争いの中で出会ったサング
ラスの男は、去り際に自分の名を呼んだ。その男は坂本の高校時代の親友、織田。坂本は思い出を振
り払い、平の治療薬を探しに村崎のいる巨大廃墟へ戻ることを提案するが…。

BTOOOM！第11話 復活 配信中
第11話 復活／裏切り。伊達は、村崎を利用した挙げ句、隻腕で島に取り残した男だった。坂本の死に
打ち拉がれ、動けないヒミコ。襲いかかる伊達の背後に、復讐の鎌が忍び寄る！村崎は伊達への復讐
を果たし、ヒミコを守るため、伊達との決戦に臨むが…。

BTOOOM！第12話 絆 配信中
第12話 絆／平清。大阪で不動産業を営む50歳。仕事では法律の狭間でギリギリのこともやった。それ
も全て、愛する家族のためや。妻子に会いたい。坂本はんには世話になったけど、しゃあないんや。お
父ちゃん、柚彦と昭子のとこに帰るためやったら何でもするで！

Fate/stay night 第01話 始まりの日 配信中

1話 始まりの日／海と山に囲まれた都市・冬木市。ここに暮らす高校生、衛宮士郎は普段と変わらぬ穏
やかな生活を送っていた。しかし、そんな日常の裏で、街では頻発するガス漏れ事故に、辻斬りめいた
強盗殺人事件など、暗く奇妙な事件が続いていた。それはこの地を舞台に連綿と続いてきた戦い「聖杯
戦争」の序章だった。そして魔術師の一人、遠坂凛も…。

Fate/stay night 第02話 運命の夜 配信中

2話 運命の夜／アーチャーと共に聖杯戦争に関わる敵の捜索を始めていた凛は、敵のサーヴァント「ラ
ンサー」と遭遇し戦いとなった。一方、学校の用事で遅くなっていた士郎は、その戦いを目撃してしまい、
ランサーに襲われ突き殺されてしまう。絶命の際、何者かに命を救われた士郎であったが、その生存を
知ったランサーに再び襲われる。その時、士郎の元に現れたのは…。

Fate/stay night 第03話 開幕 配信中

3話 開幕／美しい少女の姿をしたサーヴァント・セイバーに命を救われた士郎。そして士郎の命令で戦
いを止めるセイバーと対峙していたのは、同じ学校の遠坂凛だった。驚く士郎であったが、凛から聖杯
戦争のあらましを聞き、さらに聖杯戦争の監査役という神父・言峰綺礼から、戦いへの決断を問われる
のだった。
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アニマックス オンデマンド
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Fate/stay night 第04話 最強の敵 配信中

4話 最強の敵／聖杯戦争の監査役、言峰綺礼から聖杯戦争について聞かされ、戦いを決意した士郎の
前に、数日前の夜にすれ違った不思議な少女・イリヤと彼女のサーヴァント・バーサーカーが立ちはだ
かった。襲い来るバーサーカーと戦うセイバー。しかし、ランサーとの戦いで傷ついたセイバーは、バー
サーカーの攻撃の前に圧倒されていく。血を流すセイバーを見かねた士郎は…。

Fate/stay night 第05話 魔術師二人＜前編＞ 配信中

5話 魔術師二人＜前編＞／セイバーの存在を桜や大河に知らせるわけにはいかないと、彼女たちの目
に触れないよう部屋に隠れていてもらったが、後ろめたさを感じた士郎は、結局、桜たちに紹介してしま
う。納得できない大河はセイバーと道場で立ち合いをする始末だったが、次の朝までに3人は仲良くなり
士郎はなんとか平穏を取り戻す。しかし学校では…。

Fate/stay night 第06話 魔術師二人＜後編＞ 配信中

6話 魔術師二人＜後編＞／圧倒的な実力差で凛に追いつめられた士郎だったが、決着がつこうとした
まさにそのとき、校内に悲鳴が響いた。二人が駆けつけた先には、魔力の源である生命力を抜かれた
女生徒が倒れていた。すぐさま介抱する凛だが、そこに何者かが攻撃を加えてきた。とっさに凛をかば
い負傷する士郎。そしてその敵を追った士郎の前に…。

Fate/stay night 第07話 蠢動 配信中

7話 蠢動／学校に潜むもうひとりのマスターを倒すまで協力関係を結ぶことになった士郎と凛。そんな
中、ライダーが学校に張った結界はあと2,3日で発動するまでに強まっていた。大惨事を防ぐため、士郎
と凛は結界を構成する呪刻をひとつずつ探し出し、解除することで発動を遅らせようと行動する。しかし
二人が別れた後、士郎の前にライダーとそのマスターが姿をあらわした。

Fate/stay night 第08話 不協の旋律 配信中

8話 不協の旋律／ライダーのマスターは、士郎の友人で、桜の兄の慎二だった。自宅に士郎を招いた
慎二は、間桐家も遠坂と同様に魔術師の家系で、自分も聖杯戦争に巻き込まれたのだと語った。士郎
は慎二からの情報で、柳洞寺に更なるサーヴァントが潜んでいることを知るが、柳洞寺にはこちらから
攻め込まないという士郎は、戦うべきだというセイバーと対立する。その夜…。

Fate/stay night 第09話 月下流麗 配信中

9話 月下流麗／単独で柳洞寺に向かったセイバーの前に、その山門を守るアサシンのサーヴァントが
立ち塞がった。そして、セイバーたちの戦いの間隙をついて柳洞寺への潜入を試みたライダーもまた、
キャスターと対峙していた。剣技を尽くして戦うセイバーとアサシン。しかし、このままではアサシンを倒
せないと悟ったセイバーは遂に宝具を解放しようとするが…。

Fate/stay night 第10話 穏やかな幕間 配信中

10話 穏やかな幕間／実戦の前に一度でも多くの戦いを経験するため、士郎は学校を休んでセイバーと
剣の稽古をすることになった。セイバーに全く歯が立たない士郎だが、果敢に打ち込み続けるのだっ
た。そんな中、昼食の買出しに出かけた士郎は商店街で不意にバーサーカーのマスター、イリヤに話し
かけられる。かつて戦った時とは別人で、士郎を…。

Fate/stay night 第11話 鮮血神殿 配信中

11話 鮮血神殿／戦いに備え今日もセイバーと剣の稽古、凛から魔術を教わる士郎。そんなある日、慎
二から「どうしても話したいことがある」と学校に呼び出される。士郎が単身学校に赴くと、慎二は校内に
張り巡らせていた結界を発動させ、校内全ての人間もろとも士郎を倒そうとするのだった。さらに、慎二
を止めようと駆け寄る士郎にライダーが襲い掛かる。

Fate/stay night 第12話 空を裂く 配信中

12話 空を裂く／これ以上慎二に無関係な人達を傷つけさせるわけにはいかないと、士郎とセイバーは
魔力の気配を辿って街を捜索するのだった。夜の新都にやって来たところで、ライダーは二人の前に姿
を現し、セイバーを高層ビルの屋上に誘い込む。そこで天馬とそれを操る宝具で圧倒するライダー。強
力な攻撃を防ぎ勝機を待つセイバーだったが、慎二を追って…。

Fate/stay night 第13話 冬の城 配信中

13話 冬の城／ライダーとの戦いで魔力を使い果たしたセイバーは意識を失ってしまう。このままでは自
分の体を維持することができずに消滅してしまうが、士郎には魔力を供給することができない。力なく横
たわるセイバーを見て、自分の無力さを思い知り公園で一人悩む士郎だったが、そこへイリヤが現れ
る。無邪気な態度に油断した士郎はイリヤに捕らえられ…。

Fate/stay night 第14話 理想の果て 配信中

14話 理想の果て／アインツベルン城に潜入したセイバー達は首尾よく士郎と再会。そのまま脱出をは
かるが、その行動はすべてイリヤによって捉えられていた。立ち塞がるバーサーカーを前に凛は、この
ままでは全滅は免れないと、アーチャーを足止めに残すことを決断する。バーサーカーの圧倒的な攻撃
力を前に善戦するアーチャーだが、次第に追いつめられていく。

Fate/stay night 第15話 十二の試練 配信中

15話 十二の試練／アーチャーの足止めによって、かろうじてアインツベルグ城から逃れた士郎たちだっ
たが、セイバーの限界を感じ、森の廃屋に身を隠す。このままではセイバーは消滅し、追撃してくるバー
サーカーにも対抗できない。そこで凛はセイバーに魔力を供給するために、士郎の魔術回路を直接セイ
バーに移植することを提案する。それは士郎に大変な苦痛を与え…。

Fate/stay night 第16話 約束された勝利の剣 配信中

16話 約束された勝利の剣／凛はバーサーカーへの奇襲に成功した。しかし。宝具「十二の試練」によっ
て倒したはずのバーサーカーが蘇り凛はその腕に捕らえられてしまう。あと七回殺さねば倒せないとい
う絶望的な状況に、ついにセイバーはエクスカリバーを使おうとするが、魔力の足りないセイバーでは自
信も消滅してしまうと、士郎に令呪で止められてしまう。
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アニマックス オンデマンド
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/ANIMAX01）よりご確認ください。

Fate/stay night 第17話 魔女の烙印 配信中

17話 魔女の烙印／バーサーカーとの死闘を乗り越え、しばしの平穏を取り戻した士郎たちだったが、日
常風景に少し変化があった。バーサーカーを失ったイリヤが衛宮家に同居することになり、士郎とセイ
バーはお互いを意識してしまい妙にぎこちないのだった。一方、新都では昏睡事件がその規模を増し、
被害は拡大し続けていた。原因は柳洞寺に潜む…。

Fate/stay night 第18話 決戦 配信中

18話 決戦／聖杯の生贄としてさらわれてしまった桜を救うべく、士郎、凛、セイバーはキャスターの拠点
である柳洞寺へ向かった。参道の脇に隠された入り口を抜け、キャスターが魔力で作り上げた巨大な神
殿を進むが、キャスターの差し向けた竜牙兵、アサシン、そしてマスターである葛木が立ち塞がった。セ
イバーと士郎がそれぞれ戦う中、ついに桜の元へたどり着いた凛。

Fate/stay night 第19話 黄金の王 配信中

19話 黄金の王／キャスターは桜を助けるために傷ついた凛を聖杯の生贄にしようとしていた。しかし、
葛木に苦戦する士郎、そしてかろうじてアサシンを撃退したが、宝具を封じられているセイバーにもキャ
スターを倒す術はなかった。勝利を確信したキャスターはセイバーに自分のしもべとなれば士郎は助け
てもいいと問いかける。

Fate/stay night 第20話 遠い夢跡 配信中

20話 遠い夢跡／謎の8人目のサーヴァントは、前回の聖杯戦争で召喚されそのまま現世に留まった
サーヴァントだった。そして聖杯の力を使えばセイバーもまた二度目の生を受けられると知った士郎は、
セイバーにこの世界で自分のために生きて幸せになってほしいと願う。しかし、セイバーは聖杯を手に
入れれば願いをかなえて消えてしまうが…。

Fate/stay night 第21話 天地乖離す開闢の星 配信中

21話 天地乖離す開闢の星／お互いの存在を認め合ったセイバーと士郎の前に、再びあの黄金サー
ヴァントが現れた。セイバーを我がものにしようとする敵に二人は立ち向かうが、その攻撃力の前に圧
倒されてしまう。一人の英霊では持つことのできない無数の宝具を駆使するその正体は、かつて世界が
一つだったころ、全てを手にしていた人類最古の王ギルガメッシュだった。

Fate/stay night 第22話 願いの果て 配信中

22話 願いの果て／士郎が一人で言峰教会に行ったと知り、不穏なものを感じたセイバーは急ぎ教会へ
駆けつけたが、すでにランサーの槍に貫かれた士郎が瀕死の状態で横たわっていた。駆け寄るセイ
バーだが眼前にランサーが立ちはだかった。斬り合うセイバーとランサー。そこに言峰が現れ士郎に問
いかけた。聖杯を欲するかと。

Fate/stay night 第23話 聖杯 配信中

23話 聖杯／言峰教会から脱出したセイバーと士郎が衛宮邸に戻ると、そこには血だらけで倒れている
凛の姿があった。言峰に不意をつかれ、聖杯の器とするイリヤを連れ去られたのだ。災厄の元凶である
聖杯を破壊すると誓ったセイバーと士郎は降霊の地となる柳洞寺に向かう。しかし、聖杯を失えば戦い
の結果にかかわらず、セイバーはこの世から消滅してしまう。

Fate/stay night 第24話 全て遠き理想郷 配信中

24話 全て遠き理想郷／聖杯より溢れ出す呪い「この世全ての悪」にとらわれ苦悶する士郎。そのころセ
イバーもまたギルガメッシュの圧倒的な力の前に苦戦を強いられていた。容赦なく放たれるギルガメッ
シュのエヌマ・エリシュの前に絶体絶命の危機を迎えたその時、セイバーの眼前に光とともに現れたの
は聖剣の鞘「全て遠き理想郷（アヴァロン）」だった。

LUPIN THE IIIRD 血煙の石川五ェ門 後篇 配信中
後篇／日本。 伊豆沖を進む賭博船で、襲撃された鉄竜会の組長を救ったのは、若き用心棒・石川五ェ
門だった。だが直後に大爆発が起こり船が大破。組長も命を落とす。爆発の原因は斧を武器に使う大男
だった。一旦は男を追いつめた五ェ門だったが逃げられてしまう。

LUPIN THE IIIRD 血煙の石川五ェ門 前篇 配信中
前篇／日本。 伊豆沖を進む賭博船で、襲撃された鉄竜会の組長を救ったのは、若き用心棒・石川五ェ
門だった。だが直後に大爆発が起こり船が大破。組長も命を落とす。爆発の原因は斧を武器に使う大男
だった。一旦は男を追いつめた五ェ門だったが逃げられてしまう。

NOIR（ノワール） HDリマスター版 第01話 黒き手の
処女たち

配信中
第1話 黒き手の処女たち／パリに住む一匹狼の仕事人・ミレイユは、ある日風変わりな依頼のメールを
受ける。ターゲットは夕叢霧香（ゆうむらきりか）という名の少女。一笑に伏すミレイユだったが、添付さ
れたメロディを聞いた途端その場に凍りつく…。

NOIR（ノワール） HDリマスター版 第02話 日々の糧 配信中
第2話 日々の糧／ミレイユのパートナーとして裏の仕事を手伝うことになった霧香。二人のコードネーム
は「ノワール」。今回のターゲットはフランス国家公安局部長のルグラン。ルグランは裏でテロ組織とつな
がりを持っていたのだ…。

NOIR（ノワール） HDリマスター版 第03話 暗殺遊戯 配信中
第3話 暗殺遊戯／実業界の大物、デュクスを狙う霧香たち。しかし、それは「ノワール」を仕留めるた
め、あらかじめ仕組まれた罠だった。デュクスの部下たちに追い詰められる二人。超人的なガンテクニッ
クと機転で危機を脱するかに見えたが、その前に現れたのは…。
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内容

アニマックス オンデマンド
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/ANIMAX01）よりご確認ください。

NOIR（ノワール） HDリマスター版 第04話 波の音 配信中
第4話 波の音／クーデターの不穏な空気が漲る小国ウルジア。軍部に付け入りこの国を食い物にしよう
とするアトライド社の社長ハモンドが今回のターゲット。だが何者かの手により情報がリークされ、霧香と
ミレイユはウルジア軍に包囲されてしまう…。

NOIR（ノワール） HDリマスター版 第05話 レ・ソルダ 配信中
第5話 レ・ソルダ／自分たちに迫る謎の「敵」の正体を探るため、知り合いの情報屋に調査を依頼する
が、情報屋は家族もろとも殺されてしまう。彼の残した手がかりをもとに調査を進める霧香とミレイユの
前に立ちふさがる敵の正体は…。

NOIR（ノワール） HDリマスター版 第06話 迷い猫 配信中
第6話 迷い猫／東欧の寒村で人々のために働きながら隠居生活を送る老人。村では聖人とあがめられ
ていたが、彼の正体は元KGBの将校であり、かつて多くの罪なき人々の虐殺を指揮した張本人であっ
た。彼が病に犯され、余命いくばくもないことを知ったミレイユたちは躊躇するが…。

NOIR（ノワール） HDリマスター版 第07話 運命の黒
い糸

配信中
第7話 運命の黒い糸／中東の小国で武装ゲリラの指導者を暗殺した二人。だが霧香が負傷し、二人は
ゲリラに追われることに。なんとか国境へと向かうが、その途中、ミレイユが目を離したすきに霧香が捕
えられてしまう…。

NOIR（ノワール） HDリマスター版 第08話 配信中
第8話／謎の組織ソルダとシシリアンの密約書を手に入れるため、マフィア幹部の暗殺を請け負ったミレ
イユと霧香。マフィアのドンはノワール抹殺のため、シシリアに幽閉していた後継者・シルヴァーナを呼
び寄せる。

NOIR（ノワール） HDリマスター版 第09話 配信中
第9話／密約書を奪うため、シルヴァーナと対決することになるミレイユたち。少女時代にシルヴァーナ
の恐ろしさを体験しているミレイユは気遅れしつつも、シルヴァーナ一派が待ち構えるシシリアに向か
う。劣勢を強いられながらも戦うノワール。そして、再びミレイユとシルヴァーナの一騎打ちが…。

NOIR（ノワール） HDリマスター版 第10話 真のノ
ワール

配信中

第10話 真のノワール／今回のターゲットは悪徳警官のルビックと汚職判事のデスタン。だがルビックは
ノワールの目の前で謎の暗殺者に殺されてしまう。「ノワール」に対する挑戦に、暗殺者の正体をつきと
めようと躍起になるミレイユ。いっぽう、ノワールを罠にかけようとするデスタンの前に、謎の暗殺者が現
れる…。

NOIR（ノワール） HDリマスター版 第11話 月下之茶
宴

配信中

第11話 月下之茶宴／謎のコピーの出所を追うミレイユたちに接触してくる謎の男。男はソルダの一員で
あり、コピーの原本を渡すと言うのだ。ソルダの意図がわからずとまどいながらも約束の場所に向かう
霧香とミレイユ。だが、待ち構えていたのはその男ではなくソルダの刺客たちだった。敵を撃退しアパル
トメントに戻った二人の前に現れたのは…。

NOIR（ノワール） HDリマスター版 第12話 刺客行 配信中

第12話 刺客行／NATOの退役将軍ライマンは、引退してスイスの山荘で悠々自適の生活を送ってい
た。しかし彼はNATOの情報部長でありながらソルダのメンバーだった。「ノワール」との接触を果たした
クロエは、アルテナの指示に従いライマンを粛正に向かう。だがライマンは旧東独国家保安局のゼル
ナーからも命を狙われていた…。

NOIR（ノワール） HDリマスター版 第13話 地獄の季
節

配信中

第13話 地獄の季節／パリの街。買い物途中の霧香は、公園で絵を描く青年・ミロシュと出会う。彼の絵
に興味を持った霧香は、同じ場所で一緒に絵を描くようになる。初めて心を開いた男性とのやすらぎの
時間に、ささやかな幸福感を覚える霧香。いっぽう、かつてミレイユに仲間を殺された犯罪者、ガレが服
役を追え、パリに戻ってきていた…。

NOIR（ノワール） HDリマスター版 第14話 ミレイユに
花束を

配信中

第14話 ミレイユに花束を／ミレイユの前に、伯父・フェデーが現れる。フェデーはミレイユの両親が殺さ
れたあと、幼いミレイユを連れてコルシカを離れ、ミレイユに裏社会の仕事を教えた人だった。思わぬ再
会に喜ぶミレイユ。だがフェデーはソルダからある仕事を受けていた。フェデーの屋敷に誘われたミレイ
ユが頼まれたこととは…。

NOIR（ノワール） HDリマスター版 第15話 冷眼殺手
（acte I）

配信中
第15話 冷眼殺手（acte I）／ミレイユのアパルトメントに届けられた手紙。それは台湾の裏社会を牛耳る
黒社会のボスを暗殺せよというのがソルダの指令だった。いぶかりながらも台湾に向かう霧香とミレイ
ユ。二人は協力者の待つ寺院へと向かうが、そこへは既に黒社会の殺し屋たちが迫っていた…。

NOIR（ノワール） HDリマスター版 第16話 冷眼殺手
（acte II）

配信中

第16話 冷眼殺手（acte II）／黒社会の暗殺者・シャオリーは毒爪をもって相手を瞬時に殺害する冷酷な
殺し屋。敵の手に落ちたミレイユを救おうとする霧香の前に現れたクロエが協力を申し出る。霧香とクロ
エの活躍で救出されるミレイユ。混乱の大銃撃戦の中、忽然と姿を消すシャオリー。シャオリー、クロエ
の真の目的とは…？



2019年4月12日現在

【2019年5月】
配信本数：約555本

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル
配信
開始

内容

アニマックス オンデマンド
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/ANIMAX01）よりご確認ください。

NOIR（ノワール） HDリマスター版 第17話 コルシカ
に還る

配信中

第17話 コルシカに還る／霧香とクロエの活躍に接して疎外感を隠せないミレイユは、一人コルシカへ旅
立つ。コルシカを仕切っているベルトニエから、思いがけず両親の仇について情報を得た彼女は唯一の
生き証人、マドランを捜しだすが、謎の狙撃手に射たれてしまう。反撃して狙撃手を倒すミレイユ。しか
し、そのときクロエが現れ…。

NOIR（ノワール） HDリマスター版 第18話 私の闇 配信中

第18話 私の闇／コルシカでクロエに告げられた衝撃の事実にうちひしがれるミレイユは、霧香との間に
決定的な溝を感じてしまう。感情を制御できないミレイユに「私の前から消えて」と告げられ、一人なす術
もなくパリの街を彷徨う霧香。が、そこにソルダの男が接触してくる。男は「情報を提供する用意がある」
と霧香に提案してくるのだが…。

NOIR（ノワール） HDリマスター版 第19話 ソルダの
両手

配信中

第19話 ソルダの両手／ソルダの男が残した手掛かりをもとに、古文書の正体をつきとめた霧香とミレイ
ユ。原本を所蔵している実業家・エドリンガーを訪ねるが、またしてもクロエが現れ、「ノワール」の秘密
について語る。いっぽう、ソルダ最高評議会はアルテナの暴走を阻止すべく、霧香たちのもとに刺客を
送り込んでいた…。

NOIR（ノワール） HDリマスター版 第20話 罪の中の
罪

配信中
第20話 罪の中の罪／パリに戻りはしたが、霧香とミレイユの溝は深まるばかり。そんな二人の元に、ソ
ルダ最高評議会は抹殺のための選りすぐりの「騎士」を送り込む。苦戦の末に敵を撃退する二人だが、
そこにまたしてもクロエが現れ、なぜか霧香に向かって銃口を向けるのだった…。

NOIR（ノワール） HDリマスター版 第21話 無明の朝 配信中
第21話 無明の朝／クロエの放った銃弾により、「最後の道しるべ」を受け取った霧香は、さらにクロエか
ら聞かされた事実に衝撃を受け、なすすべもなく雨の中をさまよう。その霧香を狙ってまたしても襲いか
かるソルダの「騎士」。たった一人で敵を撃退する霧香だが、その目には狂気の影が潜んでいた…。

NOIR（ノワール） HDリマスター版 第22話 旅路の果
て

配信中

第22話 旅路の果て／ミレイユのもとを離れた霧香は、気がつくと見知らぬ村の入り口に倒れていた。霧
香を救った村人から、ここがソルダの村であると聞かされ、自分がノワールとしてアルテナの待つ「荘
園」への道を歩んでいることを知り、愕然とする。いっぽう、最高評議会は霧香を阻止するため、完全武
装の特殊部隊を送り込んできていた…。

NOIR（ノワール） HDリマスター版 第23話 残花有情 配信中

第23話 残花有情／一人パリに残されたミレイユの前に現れた謎の男・ブレフォールはミレイユを「ソル
ダのメンバーとして迎えたい」と提案する。反撃を試みるミレイユだが、幾多の死線をかいくぐってきたベ
テラン・ブレフォールの前に銃を下ろしてしまう。アパルトマンに戻り、一人悩むミレイユが、ふとしたこと
から見つけたものは…。

NOIR（ノワール） HDリマスター版 第24話 暗黒回帰 配信中
第24話 暗黒回帰／ついにアルテナの待つ「荘園」にやってきた霧香。アルテナとクロエは霧香を暖かく
迎え入れる。ノワール復活の儀式をとりおこなう準備を着々と進めるアルテナたち。魂を失ったかのよう
に状況を受け入れる霧香だが、アルテナから自分の銃を返されたとき、激しい葛藤が霧香を襲う…。

NOIR（ノワール） HDリマスター版 第25話 業火の淵 配信中
第25話 業火の淵／儀式の日がやってきた。霧香とクロエを呼び寄せたアルテナは、二人に祝福を贈
る。嬉しくてたまらない様子のクロエに対し、あくまで霧香は感情を表に現わさない。泉に向かい、みそぎ
の沐浴を行う二人の前に現れたのはミレイユだった。しかし、霧香はミレイユに対して銃を向ける…。

NOIR（ノワール） HDリマスター版 第26話 誕生 配信中
第26話 誕生／今や単なる利害を越えたパートナーとして、互いの絆を確かめあった霧香とミレイユは、
アルテナの待つ式場へと向かう。すべての事態の報告を受けるアルテナだが、なぜか動じる気配はな
い。いっぽう、ソルダ最高評議会とブレフォールを乗せたリムジンが荘園へと向かっていた…。

アップルシードXIII 第01話 楽園の終わり 配信中

第01話 楽園の終わり／人類解放戦線を名乗るテロリストの乗ったランドメイトが暴走事故を起こす。出
撃命令が出される行政院直属の特殊部隊ESWAT（エスワット）。その女性隊員であるデュナンとサイ
ボーグのブリアレオスは、無事、事件を解決することに成功する。しかしその後、作戦行動中のデュナン
の自分勝手な行動にブリアレオスは苦言を呈する。

アップルシードXIII 第02話 囚われのゆりかご 配信中

第02話 囚われのゆりかご／休暇に出かけようとしていた矢先に、デュナンとブリアレオスは緊急連絡を
受け、ESWATに呼び戻される。3000人もの乗客を乗せた超大型旅客機のハイジャック事件が起きたの
だ。しかもあろうことか、その機体はまっすぐに、彼らの住むオリュンポスの街に向かっているというでは
ないか！犯人の監視の目をかいくぐり…。

アップルシードXIII 第03話 偽りの面影 配信中

第03話 偽りの面影／デュナンの様子がおかしい。いつもそわそわし、父親の形見としていつも大切に
所持していた拳銃も持ち歩いていない様子だ。その変化を不審に思ったブリアレオスは、こっそりデュナ
ンの行動を監視することに。すると、デュナンが密かにラークなる男性と会っていることが判明する。さら
に実際にラークを見て驚愕するブリアレオス。なんと彼は…。
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配信本数：約555本

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル
配信
開始

内容

アニマックス オンデマンド
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/ANIMAX01）よりご確認ください。

アップルシードXIII 第04話 タンポポと少女 配信中

第04話 タンポポと少女／ロボット警察官のコットスは、駐車違反を取り締まっている最中に、カプセル型
の車椅子に乗った一人の少女に出会う。その少女にはどうしても行ってみたい場所があるという。仕方
なく同行することにするコットス。一方で、少女を誘拐しようと狙っていた犯人二人組が彼らを追跡する。
時間を共有し、少女の事情を知るうちに…。

アップルシードXIII 第05話 潜血の亡霊 配信中

第05話 潜血の亡霊／群がる吸血鬼の群れ。そして人を食らう怪物ミノタウルス。夢とも現実ともつか
ぬ、幻想の迷宮をデュナンがさまよい始めたのは、エリス国の要人を警護する任務がきっかけだった。
政府と反政府ゲリラとの抗争で、政情不安定なエリス国。その内戦の裏では、歴史の闇に葬られた事件
があった。幻想に支配され、デュナンは味方をも攻撃してしまう。

アップルシードXIII 第06話 錆色の楽園 配信中

第06話 錆色の楽園／かつて、アルゴノーツなる新国家の建設を夢見た男がいた。男の名はアルケイデ
ス。しかし多国籍企業国家ポセイドンは自国の利益を守るため、徹底的にその芽を摘んだ。アルケイデ
スの死後20年がたった今、廃墟と化し、難民の巣窟となったアルゴノーツから、再び独立宣言が出され
る。超巨大ランドメイトの存在を嗅ぎつけ…。

アップルシードXIII 第07話 青銅の鳥 配信中

第07話 青銅の鳥／想像を絶するほどに巨大ランドメイト、ステュムパリデスがついに大空に飛び立っ
た！しかも機体には核爆弾が仕掛けられているというのだ。アルゴノーツの要求を飲まなければ、この
機体がオリュンポスに墜落することは必至だ。大惨事は免れるため、迎撃に向かうESWAT。しかし、ス
テュムパリデスは…。

アップルシードXIII 第08話 ディープダイブ 配信中

第08話 ディープダイブ／多国籍企業国家ポセイドンからの政府高官を潜水艦で護衛する任務に、
ESWATのなかからただひとり同行することになるデュナン。しかし、高官の警備のために艦内にいるボ
ディガードは、ひとりまたひとりと謎の死を遂げていく。深海の密閉空間である潜水艦の中で、いったい
何が起きているのか。行き先を偽装・変更し…。

アップルシードXIII 第09話 女王の宝 配信中

第09話 女王の宝／ディアが生きていた！しかも、あろうことかポセイドンの大使として帰ってきたのであ
る。ポセイドンは愛する夫アルケイデスを殺した憎き相手ではなかったのか。彼女の目的はいったい何
なのか。ゼロ処理バイオロイドにして親ポセイドン派の議員テセウスと会談をおこなうディア。そしてテセ
ウス警備のために会談会場に駆り出されるデュナン。

アップルシードXIII 第10話 石像の陰で 配信中

第10話 石像の陰で／アルケイデス遺伝子の継承者は、残り二人となってしまった。ひとりは人類を宇宙
に向かわせる通称「方舟計画」を提唱する政治家エウリス。そしてもうひとりは彫刻家のポイアスであ
る。警備につくESWAT。ポイアス担当となったデュナンはそこで、ポイアスの作品制作の姿勢を聞き、そ
れをヒントにディアの心中を推察する。

アップルシードXIII 第11話 最後の一人 配信中

第11話 最後の一人／ヘカトンケイルとして最大のパフォーマンスを発揮するべく、リスクを犯してまでも
脳容量を増設するディア。真紅のランドメイトを駆り、残された最後のアルケイデス遺伝子の継承者、エ
ウリスの命を狙う。しかしデュナンとブリアレオスが1機のランドメイトの足止めに躍起になっている間に、
もう1機はまったく違う場所で、狙撃モードに変形していた。

アップルシードXIII 第12話 復讐の彼方に 配信中

第12話 復讐の彼方に／明かされるディアの過去。アルケイデスの理想。そしてアルゴノーツに託された
希望。しかし、ディアの脳は既に限界に達し、暴走を開始していた。アルゴノーツの行く末を深く憂うがゆ
えの行動。しかしその想いは思わぬ形で幕切れを迎える。一連の事件の後に残されたのは、未来を託
されたひとつの命。人類の新たな章を刻むがごとく…。

アップルシードXIII 第13話 楽園 配信中

第13話 楽園／多脚砲台が暴走事故を起こして以来、街全体を統治するガイア・コンピュータには、再三
のチェックがかけられていた。しかしさらにESWAT監視下での定期健診が要求される。気の長い作業の
連続に飽き飽きするデュナン。しかし、不意にガイアは施設全体を支配下に置き、新配備された巨大
オートインセクタを起動させる。

アニメシナリオ大賞特別番組「ルガーコード1951」 -
アニメ完成までの軌跡-

配信中

アニメ「ルガーコード1951」の完成までを追ったオリジナル番組。集英社 少年ジャンプ＋とアニマックス
が主催したアニメシナリオコンテスト「アニメシナリオ大賞」で大賞を受賞した「ルガーコード1951」。その
シナリオ選考会の様子からコミカライズ、アニメの制作現場・アフレコの模様など、アニメ完成までの約1
年半を追った30分番組。

お前はまだグンマを知らない 第01話 心にググっと
グンマ県

配信中
第01話 心にググっとグンマ県／チバ県からグンマ県に引っ越すこととなった神月。引っ越し先の移動
中、グンマ県在住の親友、轟へ連絡するが、「…来るな、グンマに来て生きて帰った者はいない」と告げ
られてしまう。不思議に思う神月に早速、グンマの洗礼が襲う。

お前はまだグンマを知らない 第02話 起立、注目、
礼

配信中
第02話 起立、注目、礼／転校初日、自己紹介でチバ県から来たことを告げる神月。その瞬間、教室の
生徒からザワザワと小声が。気のせいだと自分に言い聞かせる神月の前に、授業の始まりの号令。そ
こでまた神月はグンマの真実を知る！
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※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル
配信
開始

内容

アニマックス オンデマンド
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/ANIMAX01）よりご確認ください。

お前はまだグンマを知らない 第03話 つる舞う形の
グンマ県

配信中
第03話 つる舞う形のグンマ県／グンマ人ではないということで拘束される神月。そんな神月に対してざ
わめく生徒たち。そこへ「静粛に！」と一括する一人の女子生徒。その手にはグンマ人必須アイテムの
「上毛かるた」が！

お前はまだグンマを知らない 第04話 焼きまんじゅう 配信中
第04話 焼きまんじゅう／グンマ県のソウルフード「焼きまんじゅう」を食べることとなった神月。グンマ人
以外が食べると死に至る可能性があると轟より伝えられる。怯える神月の前に「焼きまんじゅう」が差し
出され…

お前はまだグンマを知らない 第05話 JKJ 配信中
第05話 JKJ／熱いグンマの洗礼を受け、グンマに馴染んできたと感じる神月。そんな神月に声をかける
一人の女子生徒。優しく接する女子生徒に浮かれる神月であったが、そこには…？！

お前はまだグンマを知らない 第06話 上毛かるたの
歴史

配信中
第06話 上毛かるたの歴史／篠岡京がリーダーを務めるJKJ（上毛かるたユーゲント）より「グンマ人とし
て認めない」と告げられる神月。驚く神月に轟が「説明しよう」と言う。JKJとはいったい？そして、上毛か
るたとは？

お前はまだグンマを知らない 第07話 からっ風 配信中
第07話 からっ風／グンマの生活に慣れてきた神月ではあったが、自転車通学時のグンマに吹き付ける
強風「からっ風」に翻弄されていた。行きは向かい風、帰りは追い風。そんなからっ風の吹く下校時、神
月は、少年と出会い…？！

お前はまだグンマを知らない 第08話 海 配信中
第08話 海／従兄弟の実くんの運動会へ参加することとなった神月。運動会当日、久しぶりに会う実くん
を思い、実くんと一緒に行った海水浴を思い出す神月であった。その思い出の中の実くんは…！？

お前はまだグンマを知らない 第09話 グンマの運動
会（前編）

配信中
第09話 グンマの運動会（前編）／久しぶりの再会に喜ぶ神月と実くん。神月は、運動会の活躍をビデオ
カメラでしっかり撮影すると実くんへ宣言する。神月が実くんに所属のチームを確認すると、表情が曇る
実くん。そこにはまた一つグンマの真実が！

お前はまだグンマを知らない 第10話 グンマの運動
会（後編）

配信中
第10話 グンマの運動会（後編）／ひょんなことから借り物競走で勝負することとなった神月と篠岡。借り
物競走のお題は「グンマの名物」。不利な条件の中、全力で臨む神月に、衝撃の結末が…！

お前はまだグンマを知らない 第11話 自販機店舗 配信中
第11話 自販機店舗／放課後、自転車を止め、看板を見つめる神月。そこには「自販機店」の文字。店
内には、うどんの自販機。他にも数多くの自動販売機が。ここは一体、何なのか！？自販機店舗の知ら
れざる真実が明らかになる！

お前はまだグンマを知らない 第12話 我々はまだグ
ンマを知らなかった

配信中
第12話 我々はまだグンマを知らなかった／野汁先輩の運転する車で妙義神社へ向かう神月、轟、篠
岡、イエティー。日本三大奇景である妙義山にある妙義神社にテンションが上がる篠岡。そんな篠岡の
私服姿にニヤつく神月。そんな時、カーブで突然、トラックが現れ…！？

ゲーム★マニアックス ＃082 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃82／パックマンやドンキーコングが地
球を侵略。超話題の映画「ピクセル」。公開を記念し、映画にも出演されたパックマンの生みの親、岩谷
徹さんをスタジオにお招き。映画の見所を紹介頂きます。常に名作を生み出し熱狂的なファンを抱える
日本ファルコムの近藤社長が新作「東京ザナドゥ」の魅力を自らプレゼン！

ゲーム★マニアックス ＃083 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃83／強力コラボを連発するコーエー
テクモの無双シリーズ。今回は最新作「アルスラーン戦記×無双」の魅力を開発担当プロデューサー中
臺氏にインタビュー。さらに実際にプレイし、その爽快感をお伝えします。また前回に続き日本ファルコム
「東京ザナドゥ」の魅力を近藤社長自らプレゼン！第2弾をお送りします。

ゲーム★マニアックス ＃084 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃84／壮大な世界観と美麗グラフィック
で展開されるセガ「ワールド エンド エクリプス」がいよいよ10月にサービスイン。始動を記念しプロ
デューサー本山真二氏がスタジオトーク。プレイしながらその魅力を伝えて頂きます。泣けるパズル
ゲームとして人気のコパン「古の女神と宝石の射手」の泣ける理由を紹介。



2019年4月12日現在

【2019年5月】
配信本数：約555本

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル
配信
開始

内容

アニマックス オンデマンド
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/ANIMAX01）よりご確認ください。

ゲーム★マニアックス ＃085 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃85／昨年の発表から発売が待たれる
「Project Morpheus」。いよいよ具体的なゲームタイトルが発表されました。その中から特に注目のゲー
ムをたっぷり試遊レポート！さらにPSO2、モンハンクロス、アマゾンコインやグランブルーファンタジーな
ど、最新情報盛り沢山でお届けします。

ゲーム★マニアックス ＃086 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃86／カプコンの人気タイトル「ドラゴン
ズドグマ」が「ドラゴンズドグマオンライン」として進化！その中身と、制作者としてのゲーム愛について松
川プロデューサー、木下ディレクターがスタジオトーク。さらにCMでお馴染みの「Game of War」の基本プ
レイをご紹介します。

ゲーム★マニアックス ＃088 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃88／スパイク・チュンソフトとトライ
エースがタッグを組んだ完全新作「イグジストアーカイヴ」。齊藤プロデューサーを直撃し、全貌に迫りま
す。また、美麗なビジュアルで世界中にファンを持つゲームロフトの本格MMORPG「オーダー＆カオス2」
を紹介します。

ゲーム★マニアックス ＃089 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃89／格闘ゲームファンに圧倒的な支
持を得るシリーズ最新作の「電撃文庫FIGHTING CLIMAX IGNITION」。担当プロデューサー野中氏を訪
問し、最新作の楽しみ方を教えて頂きます。更に、カラオケの練習はもちろん、自宅で本格カラオケが楽
しめる「カラオケJOYSOUND」を紹介します。

ゲーム★マニアックス ＃090 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃90／鏡貴也withアタットリーのシナリ
オで話題の「新約アルカナスレイヤー」。その魅力を御手洗プロでシューサーに教えて頂きます。また超
一流のクリエイターによって創作された「グランブルーファンタジー」、究極のグラフィック再現力を誇る
レーシングゲーム「アスファルト8」を紹介します。

ゲーム★マニアックス ＃091 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃91／無双コラボで不動の人気を誇る
コーエーテクモゲームスの鯉沼久史さん始め、バイオハザード、BASARAシリーズを手掛けてきたカプコ
ン小林裕幸さん。アプリゲームメーカーからはKLabの森田英克さんをスタジオにお呼びし、各社の今年
の展望や注目タイトルなどについて語っていただきます。

ゲーム★マニアックス ＃092 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃92／大人気オンラインゲーム「ファン
タシースターオンライン2」の番組コラボアイテムが完成した！との報を受けセガ酒井智史さんのオフィス
を訪問。遂にアイテム画像と入手方法をゲット。また2016年1月から稼働するエピソード4の内容につい
てもインタビュー。

ゲーム★マニアックス ＃093 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃93／格闘ゲームの代名詞ともいえる
ストリートファイターの新作「ストリートファイターV」。担当プロデューサーの杉山晃一氏をスタジオをお
招きし、新キャラ・新要素について質問。また、500万ダウンロードを突破しアニメもスタートした「ディバイ
ンゲート」も紹介します。

ゲーム★マニアックス ＃094 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃94／海外ゲームのローカライズでも
評価の高いスクウェア・エニックスから、赤石沢プロデューサーをスタジオにお招きし、世界のゲームトレ
ンドや今年日本に上陸する注目タイトルについて語っていただきます。さらに世界で人気の戦略シミュ
レーションゲーム「ドミネーションズ-文明創造-」を紹介します。

ゲーム★マニアックス ＃095 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃95／無限に広がる星の海を舞台に、
壮大なスペースオペラが描かれるシリーズ最新作「スターオーシャン5」。本作の魅力を探るべく、ゲーム
担当プロデューサーの小林秀一に突撃インタビュー。また、アプリゲームで最強の美少女キャラを決め
る「戦う！美少女キャラ総選挙」でグランプリに輝いたナディアを擁する…

ゲーム★マニアックス ＃096 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃96／2016年のコンソール、オンライ
ン、アプリ、ガールズ系のトレンドは？またそれぞれの注目タイトルについて、電撃編集部をスタジオに
お招きし熱くトーク。VRはいつ発売される？eSportsはどこまで日本で普及する？任天堂NXはどんなも
の？2016年も話題に尽きません。

ゲーム★マニアックス ＃097 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃97／世界大会の視聴者数が3600万
人を超えるPCゲーム「リーグ・オブ・レジェンド」の日本サーバがいよいよ稼働。今回はスタジオにe-
SportsキャスターのeyesさんとRevolさんをお招きし、その魅力を語っていただきます。また、「チェインク
ロニクル」も紹介。

ゲーム★マニアックス ＃098 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃98／番組でも今年注目のタイトルの1
つとして紹介した「アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝」のローカライズプロデューサーをスタジオにお
招き。映画をプレイするをキーワードに制作された美麗なグラフィックとストーリーの魅力について語って
いただきます。



2019年4月12日現在

【2019年5月】
配信本数：約555本

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル
配信
開始

内容

アニマックス オンデマンド
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/ANIMAX01）よりご確認ください。

ゲーム★マニアックス ＃099 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃99／三国志を知らずともその世界を
堪能できる「三国天武」。岩崎ディレクターをスタジオにお招きし、ゲームの楽しみ方を教えて頂きます。
また、キャラクターの魅力溢れる「幻獣契約クリプトラクト」ではおススメ幻獣キャラクターを使った超難度
クエストをプレイ。他

ゲーム★マニアックス ＃100 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃100／2012年7月から放送を開始し、
今回で100回目を迎えるゲーム★マニアックス。歴代出演頂いたゲームクリエイターの方々のオフィスに
突撃！感謝の意を込めて感謝状を贈呈。クリエイターの皆様の素顔も垣間見えるスペシャル映像をお
届けします。他。

ゲーム★マニアックス ＃101 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃101／ゲームの楽しみ方がまた進化
する！発売が待ち遠しい「PlayStationVR」。開発担当のSIE高橋さんに開発のきっかけや発売までの道
のり、さらにその原理についてインタビュー。さらに圧倒的な人気を誇る「白猫プロジェクト」では、マック
スガールズが実況プレイと4人討伐クエストに挑戦！

ゲーム★マニアックス ＃102 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃102／2001年に1作目が発売された法
廷バトルゲーム「逆転裁判」シリーズの最新作「逆転裁判6」。発売を記念した完成披露会に、マックス
ガールズ2名が潜入！江城プロデューサーと山崎ディレクターにバトルシステムや世界観の進化につい
て直撃インタビューを敢行！ほか。

ゲーム★マニアックス ＃103 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃103／コンパイルハート最新作「クロ
バラノワルキューレ」。キャラクターデザインに藤島康介さん、シナリオに実弥島巧さんという豪華スタッ
フ陣を起用した完全新作RPG。注目の本作についてマーケティング担当の丸山さんに直撃インタ
ビュー。ほか。

ゲーム★マニアックス ＃104 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃104／ストーリーとアクションに定評の
ある日本ファルコムが今年で35周年を迎えた、記念すべき年を背負う同社の大人気ナンバリングタイト
ルの最新作「イース8」の魅力を近藤社長自らご説明頂きます。さらに、ハマればハマるほど通な面白み
を味わえる、サモンズボードの難問に挑戦！

ゲーム★マニアックス ＃105 配信中
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃105／大人気アプリ「パズル＆ドラゴ
ンズ」の3DS版第3弾として「パズドラクロス」が本格RPGとしてリリース。ガンホー担当者に突撃し、実際
にプレイしながら、その魅力を紹介してもらいました。他。

ゲーム★マニアックス ＃106 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃106／全世界2000万ダウンロードの
超人気ストラテジーゲーム「三国天武」。今回は新たに加わった領土システムの楽しみ方を掘り下げま
す。またアニメ原作が地域を巻き込み大ブームとなったアプリゲーム「ガールズ＆パンツァー 戦車道大
作戦！」など、プレイしながらご紹介します。

ゲーム★マニアックス ＃107 配信中
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃107／数ある戦国モノの中でも圧倒的
ファンを抱える戦国BASARAの最新作「戦国BASARA真田幸村伝」。一人の武将に焦点を当てた理由、
またバトルシステムの進化など、お馴染みの小林裕幸プロデューサーに直撃インタビュー。ほか。

ゲーム★マニアックス ＃108 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃108／2008年のアーケード登場以来、
格闘ゲームファン以外からも人気となっているブレイブルーシリーズの最新作「ブレイブルーセントラル
フィクション」を紹介。お馴染みの森プロデューサーとのトークやバトルなど盛り沢山。さらに「ドラゴンズ
ドグマオンライン」の最新アップデート情報をお伝えします。

ゲーム★マニアックス ＃109 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃109／少年と巨獣が紡ぐアクションア
ドベンチャー「人喰いの大鷲トリコ」が構想から10年を経ていよいよ発売。注目の本タイトルの魅力につ
いてSIE北尾さんにインタビュー。皆でくるくるドキドキ回転RPG。目押しが攻略のポイントの「モンスター
ドライブレボリューション」をプレイしながら紹介します。

ゲーム★マニアックス ＃110 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃110／小説が世界累計1900万部突
破！ゲームは世界累計200万本！来春にはアニメの劇場版公開と勢いをますソードアートオンラインの
ゲーム新作「ソードアート・オンライン -ホロウ・リアリゼーション-」。プロデューサーの二見さんをスタジ
オにお招きし、その魅力を語って頂きます。

ゲーム★マニアックス ＃111 配信中
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃111／発売間近のPlayStationVRとVR
の各タイトルがプレイヤブルで豪華勢揃い！マックスガールズ達は果たして全部体験できるのか！その
他、各ブースを回ってゲーマニならではのレア情報やスクープも大量ゲット！できるのか？？？
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【2019年5月】
配信本数：約555本

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル
配信
開始

内容

アニマックス オンデマンド
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/ANIMAX01）よりご確認ください。

ゲーム★マニアックス ＃112 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃112／コーエーテクモを代表する無双
シリーズが、全世界4000万部発行のダークファンタジーコミック「ベルセルク」とコラボ。その名も「ベルセ
ルク無双」。アニメの世界を忠実再現、美麗グラフィックが興奮を高める。鯉沼社長直々にこの渾身のタ
イトルをご紹介頂きます。

ゲーム★マニアックス ＃113 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃113／待ちに待ったPlayStationVRで
究極の一人カラオケができる！その名も「ジョイサウンドVR」！人気アーティストが目の前で歌を盛り上
げてくれます！興奮の体験をマックスガールズの美声でお届けします。さらに「Fate」シリーズの最新
ゲームアプリ「Fate／EXTELLA」を紹介。

ゲーム★マニアックス ＃114 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃114／独特の世界観と圧倒的な作り
込みで大人気の、龍が如くシリーズ。桐生一馬の最終章「龍が如く6 命の詩。」が渾身のPS4専用ソフト
となってリリース。第一作から10年を迎え、全てを指示してきた名プロデューサー名越稔洋さんをお招き
し、新作への思いと今後の展開について語っていただきました。

ゲーム★マニアックス ＃115 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃115／シリーズ6作目となる「バイオハ
ザード：ザ・ファイナル」。大ヒットシリーズの最終章が2016年冬、いよいよ公開される。最終章の見所
と、シリーズを通してゲームと映画の世界観を監修し続けたカプコン小林裕幸プロデューサーを直撃イ
ンタビュー。

ゲーム★マニアックス ＃116 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃116／高い戦略性とダークファンタ
ジーの世界観に多くのゲームファンが虜になっている「シャドウバース」。大ヒットの秘訣をプランナーの
宮下さん、プロデューサーの木村さんに伺いました。さらにアニメ化も決定し、新機能も追加された「ス
クールガールストライカーズ」、「ソウルクロニクル」を紹介します！

ゲーム★マニアックス ＃117 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃117／独特のゲームシステムとキャラ
クターで圧倒的人気を誇るダンガンロンパシリーズの最新作「ニューダンガンロンパV3」。寺澤プロ
デューサーにその魅力を紹介頂きます。さらにアニメも好評の「蒼き革命のヴァルキュリア」から下里プ
ロデューサーがスタジオに！

ゲーム★マニアックス ＃118 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃118／企画から10年を経てようやく発
売される「仁王」。早くも戦国死にゲーと言われる激ムズの本タイトルの魅力や攻略法を、安田ディレク
ターにインタビュー。さらにシリーズ7作目の「バイオハザード7」。VR版もある本作の恐怖は新次元。そ
の怖さを実際にプレイして紹介します。

ゲーム★マニアックス ＃119 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃119／1万年後の世界が舞台のアク
ションRPG「NieR：Automata」。突然宇宙から飛来した謎のエイリアンと機械生命体が地球を侵略。人類
にかわり指名を受けたアンドロイドたちが地球奪還へと戦う。スクウェア・エニックスの齊藤陽介プロ
デューサーにその魅力について語っていただきます。

ゲーム★マニアックス ＃120 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃120／数多くのヒットタイトルを生み出
し続ける日本一ソフトウェアに潜入。ゲットすべくは新作「魔女と百騎兵2」の最新情報！意気込むマック
スガールズを待ち受けていたのは、のどかな岐阜の某駅に佇むビルと優しさ溢れ、開発ルームまで見
せてくれたスタッフの方々。果たしてスクープゲットとなるか！？

ゲーム★マニアックス ＃121 配信中
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃121／コーエーテクモといえば無双シ
リーズ。その無双シリーズの集大成として同社の人気タイトルのキャラクターが結集した「無双☆スター
ズ」がついにリリースされる。古澤プロデューサーを直撃し、その魅力に迫ります。

ゲーム★マニアックス ＃122 配信中
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃122／昨年からゲーム界に旋風を巻
き起こしているVRの期待の新作や、未だ謎の多いNintendo Switchの魅力、さらにはアプリゲーム業界
の動向や、アーケードゲームの流行まで、今年目が離せない注目ゲームを紹介します。

ゲーム★マニアックス ＃123 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃123／サービス開始5年を超え、圧倒
的ユーザーを抱えるセガゲームス「ファンタシースターオンライン2」。間もなくファイナルを迎えるエピ
ソード4の最終進化内容を始め、これから開催されるイベントやエピソード5はいつから遊べるか？など、
気になる情報をお馴染み酒井プロデューサーに伺います。

ゲーム★マニアックス ＃124 配信中
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃124／サービス開始2周年を迎えたス
トラテジーゲームの人気作「三国天武」の大型アップデート情報を始め、アニメ、ゲーム、ライブとクロス
メディアで盛り上がる「バンドリ！ガールズバンドパーティー」の魅力を紹介。



2019年4月12日現在

【2019年5月】
配信本数：約555本

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル
配信
開始

内容

アニマックス オンデマンド
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/ANIMAX01）よりご確認ください。

ゲーム★マニアックス ＃125 配信中
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃125／CEDEC AWARDを受賞した格
闘ゲーム「ギルティギア」シリーズの最新作「GUILTY GEAR XrdRev 2」。ゼネラルディレクターの石渡さ
んと片野ディレクターに最新作の魅力を伺います。

ゲーム★マニアックス ＃126 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃126／世界累計4400万本の出荷を達
成した鉄拳シリーズの最新作「鉄拳7」の魅力を探るべく、チーフプロデューサーでありディレクターでも
ある原田さんに突撃。ゲーム内容はもとより原田さんの熱いゲーム愛をお届けします。さらに美少女を
飛行機にみたてた飛行対戦系アプリ「ソラヒメ」の攻略法もご紹介。

ゲーム★マニアックス ＃127 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃127／アプリを超えたスケールでます
ます勢いを増す「グランブルーファンタジー」。更に進化すると言われる内容について木村プロデュー
サーに伺うべく、グランブルーファンタジー展会場に向かったマックスガールズ。果たしてスクープは獲
れるのか！？

ゲーム★マニアックス ＃128 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃128／魔族が支配する世界を舞台に9
人の主人公が織りなす群像劇RPG「アライアンス・アライブ」。プロデューサー・ディレクターと2役をこな
し、ゲーム制作に熱い思いを馳せる松浦プロデューサーにゲームの魅力とこだわりについて語っていた
だきました。

ゲーム★マニアックス ＃129 配信中
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃129／2017年7月に10周年を迎える
「モンスターハンターフロンティアZ」。同月に行われる大型アップデートの内容を知るべく、プロデュー
サーの宮下さんを訪問。ますます盛り上がるモンハンワールドに迫ります。

ゲーム★マニアックス ＃130 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃130／番組と同じ2012年7月にサービ
スを開始した、ご存知「ファンタシースターオンライン2」。もちろん周年記念の大型アップデートがありま
す。その内容について、番組ほぼ準レギュラーの酒井プロデューサーをスタジオにお招きし、色々質問
しちゃいます。

ゲーム★マニアックス ＃131 配信中
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃131／「ピュア・ラノベナイズ2Dヴァー
サス アクション」という新境地のゲームジャンルを確立した「アンダーナイト インヴァース エクセレイト エ
スト」。メインは格闘だが、ゲーム内で10時間以上も描かれるストーリーも圧巻！

ゲーム★マニアックス ＃132 配信中
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃132／日本の戦国時代を舞台にした
「戦国幻武」。プレイヤーは織田信長に仕える身となり、信長の歴史を追体験していきます。徳川家康を
始め武田信玄、真田幸村など、名将との戦いや、中国が描いた日本の戦国時代に注目！

ゲーム★マニアックス ＃133 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃133／2017年8月にシーズン3の大型
アップデートを行ったオンラインアクションRPG「ドラゴンズドグマオンライン」。新たに用意された戦いの
舞台や、新キャラクター、ゲームシステムなど注目の要素について、カプコンの松川プロデューサーをス
タジオにお招きしトーク。

ゲーム★マニアックス ＃134 配信中
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃134／アバターや武具、ボイスなどの
組み合わせで2億通りを超えるキャラクリエイトを楽しめるファンタジーRPGアプリゲーム「ミトラスフィ
ア」。その面白さを清水プロデューサーにプレイしながら語って頂きます。

ゲーム★マニアックス ＃135 配信中
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃135／仮想の軍事大国で巻き起こる
争乱と、その中で奮闘する若き英雄たちの活躍を描く人気ストーリーRPG「閃の軌跡」シリーズの最新作
「英雄伝説 閃の軌跡III」。その魅力を、経営者ながら開発に魂を注ぐ近藤社長に語って頂きます。

ゲーム★マニアックス ＃136 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃136／電撃ゲームメディアとコンパイ
ルハートが組んだ電パイルレーベルの記念すべき第1作目「塔京Clanpool」。美少女総理大臣が仲間の
美少女閣僚たちとともに魔物から国や国民を守るために戦いを繰り広げるダンジョンRPG。その魅力を
北野プロデューサーに伺います。

ゲーム★マニアックス ＃137 配信中
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃137／例年突撃取材を敢行する
TOKYO GAME SHOW！今年もマックスガールズが体当たりで各メーカーの最新作をリポートします。ス
クープゲットなるか！？
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タイトル
配信
開始

内容

アニマックス オンデマンド
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/ANIMAX01）よりご確認ください。

ゲーム★マニアックス ＃138 配信中
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃138／「プロジェクトオクトパストラベ
ラー」、「LOST SPHEAR」、「よるのないくに2 -新月の花嫁-」、「ゼノブレイド2」、「真・女神転生」シリーズ
新作など、これから発売される期待のRPGタイトルの最新情報をお届けします。

ゲーム★マニアックス ＃139 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃139／セガの代表的なキャラクター、
ソニック・ザ・ヘッジホッグが最新作「ソニックフォース」となって4年ぶりに帰ってきました！難易度の高
かった過去作に比べ、初心者でも充分に楽しめる仕上がりとなった今作の魅力について中村プロデュー
サーとプレイ＆トークでご紹介します。

ゲーム★マニアックス ＃140 配信中
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／＃140／アップデートする度にやりこみ
要素が増加する大人気オンラインゲーム「モンスターハンターフロンティアZ」。11月に実装の新モンス
ターやコラボアイテムなど、気になる情報を一挙公開。

ゲーム★マニアックス ＃169 配信中
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／アニメで人気を博した「甲鉄城のカバネ
リ」！あれから三ヶ月、中ノ国 - 冬。アニメの続きを描く新ストーリー！「甲鉄城のカバネリ-乱-始まる軌
跡」を紹介。

ゲーム★マニアックス ＃170 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／出荷本数がシリーズ累計で1400万本以
上の人気タイトルが12年ぶりに新作ナンバリングをリリース！「エースコンバット7」そして、あの宇宙戦
艦ヤマトがスマホゲームとなって登場！「宇宙戦艦ヤマト2202 戦士たちの記憶 -Hero’s Record-」を紹
介します。

ゲーム★マニアックス ＃171 配信中
※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／6年ぶりのナンバリングタイトル「デッド
オア アライブ 6」！映像表現やステージギミックが大きく進化！「揺れ」の進化にも注目。そしてAR機能
を駆使した新しい恐竜ゲーム「ぼくとダイノ」を紹介！

ゲーム★マニアックス ＃172 配信中

※番組内の告知は、当時のものとなります。ご了承ください。／プロデューサーはフロントミッションの橋
本真司、キャラクターデザインにメタルギアの新川洋司、メカデザインに柳瀬敬之という豪華スタッフで
制作された期待の完全新作「LEFT ALIVE」を特集！そして痛快コンボアクションゲーム「ドラゴンネスト
M」ではマックス★ガールズ4人がネストをプレイ！

サムライチャンプルー 第01話 疾風怒濤 配信中
第01話 疾風怒濤／茶屋でアルバイトしていたフウは、ムゲン・ジンの2人に会う。2人は茶屋で大暴れし
た挙句、代官に捕らえられ処刑されようとしていた。フウは助けるかわりに、ある約束を2人にさせる。そ
れは「ひまわりの匂いのする侍」を探しにフウと一緒に旅をするというものだった。

サムライチャンプルー 第02話 百鬼夜行 配信中
第02話 百鬼夜行／ムゲンに片腕を斬られた竜二郎は、復讐に燃え二人に刺客を送り込む。ジンには
小物に見えて実は恐ろしく腕の立つ男を。ムゲンには鬼の形相をした怪力の大男を。フウは竜二郎にさ
らわれ、ムゲン・ジンはそれぞれ彼らと戦う事になる。

サムライチャンプルー 第03話 以心伝心 其ノ一 配信中
第03話 以心伝心 其ノ一／フウのあまりの口やかましさに嫌気がさしたムゲンとジンは、フウを置き去り
にし別々に同じ宿場町にやって来る。そこの町を仕切っている二つの組、永富組、瓦組にムゲン・ジン
がそれぞれ用心棒として雇われる事になった。一方、遅れて同じ町にフウもやって来る。

サムライチャンプルー 第04話 以心伝心 其ノ二 配信中
第04話 以心伝心 其ノ二／それぞれが違う立場で再会するムゲン・ジン・フウ。ジンを雇った組の息子、
宗介の過ちにより、二つの組の抗争も激化しそれを収める為、丁半博打で勝負をつける事になる。だが
そこに現れた壺振りはフウだった。

サムライチャンプルー 第05話 馬耳東風 配信中
第05話 馬耳東風／渡し舟の金が払えず立ち往生する三人。渡し賃を稼ぐ為、各自町に散っていく。フ
ウは浮世絵師のナンパ男に誘われ浮世絵師のモデルになり、渡し賃稼ぎに精を出す。だがそのモデル
の仕事は罠だった。

サムライチャンプルー 第06話 赤毛異人 配信中
第06話 赤毛異人／いよいよ舞台は大江戸だ。息巻く3人、江戸に来た。腹がへっては侍探せぬ。大食
い大会出る事に。そこで知ったフウの食欲。そこで知り合う変な侍。全く知らない江戸の町。出てくる謎
の虚無僧チーム。始まるキケンな江戸観光。
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タイトル
配信
開始

内容

アニマックス オンデマンド
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/ANIMAX01）よりご確認ください。

サムライチャンプルー 第07話 四面楚歌 配信中

第07話 四面楚歌／久しぶりの飯にありつこうとしたムゲン達、だが一瞬の隙をつかれスリの新輔に大
事な財布を掏られてしまう。町中駆けずり回り新輔を探すムゲン達。だが、ムゲン達以外にもヤクザの
小五郎達が、印籠を取り返す為新輔を探していた。町中で出会う新輔・フウ・小五郎達、咄嗟に新輔は
フウを人質に取り油問屋の中に逃げ込む。

サムライチャンプルー 第08話 唯我独尊 配信中
第08話 唯我独尊／自称・将軍になる男、ばっちり髪型をリーゼントに決めた永光はなぜかメガネをかけ
た侍ばかり襲う。ある飯屋でフウ達三人に出会う永光。ピンときた永光は、早速フウをナンパ。無理矢理
デートに連れ出されてしまう。そこで永光の口から驚くべき事を聞かされるフウ。

サムライチャンプルー 第09話 魑魅魍魎 配信中

第09話 魑魅魍魎／ダフ屋からニセの手形を掴まされ箱根の関所で捕まってしまうムゲン達。このまま3
人磔処刑か？と思われたところ、奉行の衣笠から、山を越えて罪人の首を届け日没までにこの関所に
戻ってこられたら、命を助けてやると言われる。人質として残されるジンとフウ。首を持ち駆け出していく
ムゲン。だが、その場所まで行くには天狗が住むと言う…。

サムライチャンプルー 第10話 以毒制毒 配信中
第10話 以毒制毒／ある宿場町で侍ばかりを狙った辻斬り事件が頻繁に起こっていた。その事件の遺
体には外傷は無く、体中から血を噴きだして死んでいた。たまたまその町の寺でアルバイトしていたフウ
達は、事件の犯人を捕まえた者に賞金が出る事を聞き、アルバイトそっちのけで犯人探しを始める。

サムライチャンプルー 第11話 堕落天使 配信中

第11話 堕落天使／雨が止まず、町に立ち往生するフウ達。宿代を稼ぐ為、それぞれアルバイトをする
事に。ムゲンは賭場の用心棒。フウは茶屋のホールスタッフ。ジンはうなぎ屋台の売り子に。うなぎに戸
惑うジンに一人の女性が、さばき方を教えてくれる。名前を紫乃と言い、明日から遊郭で働くのだとい
う。

サムライチャンプルー 第12話 温故知新 配信中
第12話 温故知新／久しぶりに宿に泊まる事になった3人。フウが風呂に入っている間にジン・ムゲンの
二人は、フウが書き綴った日記を見つけ勝手に盗み見る。その日記には、男・食べ物・旅の事などが、
赤裸々に書かれてあった。

サムライチャンプルー 第13話 暗夜行路 其之壱 配信中

第13話 暗夜行路 其之壱／山沿いの道を、迷いながらぶらぶら歩いていたムゲン達。ふいに、道が開
け、ついに、海まで出てしまう。そこでムゲンは、昔の幼なじみの少女コザと偶然再会する。喜ぶコザに
対し、ムゲンの表情は険しい。そこに現れる一人の男。それは昔のムゲンの仲間で、今は海賊のボスと
なっていたムクロであった。

サムライチャンプルー 第14話 暗夜行路 其之弐 配信中
第14話 暗夜行路 其之弐／ムクロとの賭けに負け、御用船の金を奪う計画に加わるムゲン。フウやコザ
が心配する中、ついに計画が動き出し、嵐の海に船を漕ぎ出すムゲン。順調に計画は進行していく。だ
が、その計画と同時に別の計画が動き出している事は、唯1人以外、誰も知る由は無かった。

サムライチャンプルー 第15話 徹頭徹尾 配信中

第15話 徹頭徹尾／山深い森の中、追われている一人の男。追っているのは忍装束に身を包んだ、影
の軍団。男、逃げながら胸元から袋を取り出し、近くの池目がけ力一杯ブン投げる、沈んでいく袋。次の
日、その池で釣りをしているムゲン一行。そこでジンが一つの奇妙な袋を見つける。それは昨日男が、
投げた袋だった。

サムライチャンプルー 第16話 酔生夢死 ひと夢 配信中

第16話 酔生夢死 ひと夢／ちょっとした口喧嘩によって、3人別々の道を行くことになったムゲン達。ふい
にムゲン目掛けて矢が放たれる。「誰だ！」咄嗟に避け、矢を放った人物を追いかけるムゲン。そして同
時時刻ジンは無住真剣道場からの刺客、雪丸を相手に戦っていた。激しく展開する刀と刀の攻防。その
頃フウは足を滑らせ川に落ちていたがある男に助けられる。

サムライチャンプルー 第17話 酔生夢死 ふた夢 配信中

第17話 酔生夢死 ふた夢／勘違いにより男達に襲われるムゲン。男達はオクルと言う名の男を探して
いた。北のある村を焼き滅ぼしたのだと言う。「あいつは俺が倒す。てめぇらは手をだすな！」月光の
夜、オクルが奏でる楽器の音色が山に響く。その音色に誘われるようにやってくるムゲン。刀を抜くムゲ
ン、弓を引くオクル。満月の月の下、二人だけの闘いが始まろうとしていた

サムライチャンプルー 第18話 文武両道 配信中

第18話 文武両道／ムゲンたちは広島に着いた。ジンは昔世話になった道場に行ったが道場主はすで
に他界し道場は荒れ放題。双子の息子たちは町のチーマーになりお互い反目しあっているのだった。ジ
ンは二人に跡取りを決めるための勝負を提案する。勝負は二人が得意とするタギング（落書き）。最も危
険な所に描いた方が勝ちとなり、二人は広島城の天守閣を目指す。

サムライチャンプルー 第19話 因果応報 配信中
第19話 因果応報／一人、ムゲン・ジンの帰りを小屋で待つフウ。そこに駆け込んでくる女性、百合。キリ
スト教の信者で追われているという。百合を匿うフウだったが、追っ手に見つかり連れ去られてしまう。
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タイトル
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内容

アニマックス オンデマンド
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/ANIMAX01）よりご確認ください。

サムライチャンプルー 第20話 悲歌慷慨 其之壱 配信中

第20話 悲歌慷慨 其之壱／ある日、雨宿りで立ち寄った居酒屋で、盲目の女旅芸人沙羅と知り合いに
なるフウ達。意気投合した沙羅とフウ達は途中まで一緒に旅をする事に。久しぶりの美人に浮き立つム
ゲン、四人の旅は楽しく順調に進んでいく。が、四人の旅最後の夜、フウは沙羅から思いもよらない言
葉を告げられ驚く。

サムライチャンプルー 第21話 悲歌慷慨 其之弐 配信中
第21話 悲歌慷慨 其之弐／村はずれの吊橋が落ちた。村人と共に現場に着いたムゲンとフウはそこで
傷ついた沙羅を発見する。ジンも沙羅と一緒に落ちたのだが消息はわからないという。あたりを必死に
探すムゲンとフウだがジンは見つからない。そんな夜、意識の戻った沙羅は川原にムゲンを呼び出す。

サムライチャンプルー 第22話 怒髪衝天 配信中
第22話 怒髪衝天／山道を歩いていたムゲン達三人。ふと木の根元を見ると、松茸のようなキノコが生
えている。一目散に駆け寄り、夢中で食べるムゲンとジン。フウが二人をたしなめている最中急に地面
が割れ、三人は大きな穴の中に転落してしまう。

サムライチャンプルー 第23話 一球入魂 配信中

第23話 一球入魂／佐賀のとある村にたどり着いた3人は食い逃げで捕まってしまう。そこへ影丸という
侍があらわれ、明日の野球の試合にでれば代金を払うと言い出す。実は黒船が村にやって来て開港を
迫られ野球の試合で決着をつける事になったというのだ。話に乗った3人だが、野球が何かすら知らな
い。はたして野球はベースボールに勝てるのか？！

サムライチャンプルー 第24話 生死流転 其之壱 配信中
第24話 生死流転 其之壱／ついに長崎にたどり着く3人。目的の生月島はもう目の前だ。ひまわりの匂
いのする侍に会ってしまえばこの旅は終わってしまう。別れが辛くなったフウはムゲンとジンに買い物を
頼み、その間に船に乗ってしまう。置手紙だけ残して。

サムライチャンプルー 第25話 生死流転 其之弐 配信中

第25話 生死流転 其之弐／フウはムゲンとジンを残し、ひとり生月島に渡った。だが、そこでムゲンにう
らみをもつ、三兄弟の藤兵衛と馬之介に捕まってしまう。一方、ジンはムゲンを生月島に行かせるため、
最強の刺客、刈屋景時を相手にひとり戦うことに。船に乗り、島に急ぐムゲン。だが、そこに三兄弟のひ
とりである伝鬼坊が現われて、彼に襲いかかってくるのだった。

サムライチャンプルー 第26話 生死流転 其之参 配信中

第26話 生死流転 其之参／フウを助けるために刀を捨て、馬之介に痛めつけられるムゲン。景時に太
刀筋を読まれ、攻撃をかわされるジン。2人にとって、この旅最大の危機が訪れる。ムゲンとジンは、い
かにしてこの危機を脱するのであろうか？そしてフウは旅の目的である「ヒマワリの侍」に出会うことがで
きるのか？ 旅の結末に訪れるムゲンとジンの勝負の決着は…？

すのはら荘の管理人さん 第01話 はるかぜ 上京 管
理人さん

配信中

第01話 はるかぜ 上京 管理人さん／見た目のせいで男扱いされてこなかった椎名亜樹は、男らしさを
身に着けるために、中学校入学を機に一人暮らしを始めることを決意。一人上京し、すのはら荘に入寮
する。しかしそこで待っていたのは、いろいろな所が大きくてやわらかい管理人の春原彩花だった。自分
を子ども扱いし甘やかす彩花から…。

すのはら荘の管理人さん 第02話 特訓 ちょきちょき
怖いもの

配信中

第02話 特訓 ちょきちょき 怖いもの／亜樹が中学校に入学して初めてのイベント・運動会が近づいて来
ていた。生徒会長である雪本柚子の指令で、亜樹は彩花と共に親子二人三脚に出場することが決まっ
た。絶対に負けられない戦いに向けて、亜樹は彩花による特訓を受けることになる。意外と体育会系な
彩花による…。

すのはら荘の管理人さん 第03話 先輩 お着替え お
とこのこ

配信中

第03話 先輩 お着替え おとこのこ／「なあなあ、年の差恋愛ってどう思うよ」勝手に部屋でくつろぐ柚子
からの唐突な質問に、戸惑い気味の亜樹。女の子と密室で二人きり。そんな状況を意識し始めた亜樹
に、あろうことか自分と一緒に漫画を読むように提案する柚子。両脚の間を柚子に占拠され、身動きの
取れない亜樹は、そのまま漫画を読み続ける覚悟を決めるのだが…。

すのはら荘の管理人さん 第04話 梅雨いり けっこん
膝枕

配信中

第04話 梅雨いり けっこん 膝枕／季節は六月。すのはら荘の女性たちはジューンブライドの話で盛り上
がっていた。思い思いの結婚生活を女性たちが語る中、亜樹もひそかに彩花との結婚生活に思いを馳
せるのだが、想像上の亜樹は彩花にお世話されるばかり。そんな状況に思い悩む亜樹の目に留まった
一つの記事“料理男子がモテるワケ”。彩花の役に立てる男になるべく…。

すのはら荘の管理人さん 第05話 西瓜 せんせー
酔っぱらい

配信中

第05話 西瓜 せんせー 酔っぱらい／梅雨が明け、すのはら荘にも夏が近づいてきていた。輝く太陽、弾
ける水着、そして用意されたビニールプール。気が早い柚子に急かされ、すのはら荘の面々は、一足早
く夏気分。生徒会のメンバーに水着にドギマギしていた亜樹は、柚子にビニールプールへの進入禁止を
言い渡される。そんなこんなで一人暇を持て余していた亜樹のもとに…。

すのはら荘の管理人さん 第06話 じぇーけー 水着
夏休み

配信中

第06話 じぇーけー 水着 夏休み／夏だ！プールだ！小麦色ギャルだ！夏休み真っただ中のすのはら
荘に、小麦色の影が迫る。その正体は、棚町中学校の元生徒会長にして彩花の妹、春原菜々だった。
彩花と同様の抜群のスタイルで迫ってくる菜々に、亜樹はたじたじ。そんな菜々は、夏休みの間すのは
ら荘に滞在することに。おねえさんパワー増大中のすのはら荘で…。



2019年4月12日現在

【2019年5月】
配信本数：約555本

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。
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アニマックス オンデマンド
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/ANIMAX01）よりご確認ください。

すのはら荘の管理人さん 第07話 お化け 宿題 まっ
さーじ

配信中

第07話 お化け 宿題 まっさーじ／夏休みのある日、心霊番組に怯える柚子をからかった亜樹。その夜、
亜樹の隣の部屋から謎の音が聞こえてくる。彩花にそのことを尋ねたところ、亜樹の隣の部屋は、誰に
も使われていない開かずの物置だと言う。柚子をからかってしまった手前、素直に怖いと言うことが出来
ない亜樹は、意を決して開かずの物置を確認することに。

すのはら荘の管理人さん 第08話 みみかき 迷子 打
ち上げ花火

配信中

第08話 みみかき 迷子 打ち上げ花火／夏休みも終わりが近づいてきたある日、すのはら荘の面々は、
みんなで花火大会に行くことに。東京の花火大会に圧倒される亜樹が、迷子にならないように手をつな
ぐ彩花と菜々。そこに菜々の友人である、マイとうちふじも加わり、亜樹は四人の年上女性から甘やかさ
れることになる。

すのはら荘の管理人さん 第09話 やきいも 看病 看
板むすめ

配信中

第09話 やきいも 看病 看板むすめ／夏休みが終わり、焼き芋が美味しい季節になったすのはら荘。亜
樹は彩花と共に、商店街で行われるオクトーバーフェストの手伝いをすることになる。彩花のドイツの民
族衣装姿にドギマギしていると、何故か亜樹にも女物の民族衣装が手渡される！生徒会書記である風
見ゆりから預かっていたウィッグも装着し…。

すのはら荘の管理人さん 第10話 仮装 ぺんぎん 姉
ごっこ

配信中

第10話 仮装 ぺんぎん 姉ごっこ／「ハッピーハロウィーン♪」学校帰りの亜樹は、マイ、うちふじの女子
高生三人組に、カラオケボックスに連れ込まれていた。初めてのカラオケで落ち着かない亜樹であった
が、ハロウィンの仮装をした女子高生たちは密着したり、触ったりといたずらの手を緩めない。カラオケ
後、亜樹はすのはら荘に帰ろうとするも…。

すのはら荘の管理人さん 第11話 襲来 べた甘 おも
てなし

配信中

第11話 襲来 べた甘 おもてなし／ある朝、突如すのはら荘に現れた亜樹の姉・椎名茉莉。亜樹のことを
かわいい妹と呼び、自分がいないと何もできないという過保護な茉莉に対して、亜樹は「か、管理人さん
がいるから大丈夫だよ！」と男らしく言い放つ。彩花に対して対抗心をむき出しにする茉莉は、亜樹をお
世話する権利があるか彩花をテストすると宣言。

すのはら荘の管理人さん 第12話 こたつ 年末 サン
タさん

配信中

第12話 こたつ 年末 サンタさん／町はすっかりクリスマスモード。そんな浮かれたムードの中、柚子は
亜樹がいまだにサンタの存在を信じていることを知る。今年こそサンタが来るまで起きていると張り切る
亜樹の夢を壊さぬために、すのはら荘の面々と作戦を考える柚子であったが、結局名案の浮かばぬま
まクリスマスパーティーが始まってしまう。そんな状況を知った菜々は…。

ゾンビランドサガ 第01話 グッドモーニング SAGA 配信中

第01話 グッドモーニング SAGA／その生きる屍は、ある洋館でひっそりと目覚めた。それはただ、自分
が誰かも、その場所がどこかも、何もわからぬまま、徘徊するのみ。やがて生きる屍は、恐るべき現実を
目の当たりにし、自らの運命を告げられる。偽りの仮面をかぶり、闇の中を歩き続けるしかないのだと。
そして、生きる屍に天からの光が差した時…。

ゾンビランドサガ 第02話 I（ハート）HIPHOP SAGA 配信中

第02話 I（ハート）HIPHOP SAGA／ただのゾンビィだったメンバー全員が自我に目覚め、≪さくら≫も安
心したようだ。ようやくここからアイドルグループとしての活動を始められる。まずは、あいつらにゾンビィ
バレをした時の恐怖を叩きこまなければ。グループ名も『デス娘（仮）』だと方向性が偏りそうなので、今
変えてしまおう。思い付かないので、今度にしよう。

ゾンビランドサガ 第03話 DEAD OR LIVE SAGA 配信中

第03話 DEAD OR LIVE SAGA／佐賀城でのイベントも想定通りに盛り上がった。≪さくら≫と≪サキ≫
の爆発力もなかなかだったが、盛り上げに徹した≪ゆうぎり≫と≪リリィ≫もさすがに肝が据わってい
る。≪たえ≫はあれでいい。が、どうも全体的にアイドルっぽさが足りないので、強引にアイドルっぽい
感じのやつをやらせるとしよう。

ゾンビランドサガ 第04話 ウォーミング・デッド SAGA 配信中

第04話 ウォーミング・デッド SAGA／グループ名は俺に何の断りもなく『フランシュシュ』になったらしい。
リーダーもいつの間にか≪サキ≫に決まっていた。改めて俺がプロデューサーだと分からせた方がよさ
そうだ。とは言え、自主的に行動するようになったのは悪いことではない。ここはちょっぴりやる気を出し
たおしゃべりゾンビィ達に、がっつり稼いでもらうとしよう。

ゾンビランドサガ 第05話 君の心にナイスバード
SAGA

配信中

第05話 君の心にナイスバード SAGA／あいつらは俺の想像を簡単に超えてくる。製薬会社とのタイアッ
プのチャンスを見事に潰してくれた。だが、そこはこのプロデューサー巽幸太郎、今回は誰もが知ってい
る超有名企業のCM出演権を手に入れてきました。『フランシュシュ』は佐賀一帯にその名声を轟かせる
だろう。泥にまみれた不死鳥は、大空へと羽ばたく。

ゾンビランドサガ 第06話 だってセンチメンタル
SAGA

配信中

第06話 だってセンチメンタル SAGA／『フランシュシュ』にもファンがついてきた。これもひとえにプロ
デューサー巽幸太郎の手腕。ここらでひとつファンとの交流を持たせ、その心をガッチリ掴ませよう。普
段はデジタルを駆使しても、アナログな繋がりの強さを忘れてはならない。実際にファンを目の前にすれ
ば、ゾンビィどものなかよしチームワークも強まるはず。

ゾンビランドサガ 第07話 けれどゾンビメンタル
SAGA

配信中

第07話 けれどゾンビメンタル SAGA／野外音楽イベント【サガロック】への出演が決まった。だが相変わ
らず≪純子≫のやつがうじうじナメクジみたいになっている。サングラスが曇るの、あいつのせいじゃな
いだろうな。メンバーたちは不安そうだわ、≪愛≫にかかるプレッシャーは強くなるわ……【サガロック】
当日の天気予報は雷雨か。文字通り雲行きが怪しくなってきた。
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アニマックス オンデマンド
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/ANIMAX01）よりご確認ください。

ゾンビランドサガ 第08話 GOGO ネバーランド SAGA 配信中

第08話 GOGO ネバーランド SAGA／臭い蓋を開けてみれば、【サガロック】でのステージは成功に終
わった。止まない雨はない。蘇らないゾンビィもいない。『フランシュシュ』の名もだんだんと知られてき
た。ただし、有名になれば、当然ヘンな輩に目を付けられる可能性も大きくなる。まさかあの男がきっか
けで…。

ゾンビランドサガ 第09話 配信中
第09話／突然ですが、少子高齢化社会です。これからはサガのご老人たちにも『フランシュシュ』のファ
ンになってもらわなければならない。おじいちゃん、おばあちゃんが会いに来るアイドル。素晴らしいと思
いませんか。

ゾンビランドサガ 第10話 NO ZOMBIE NO IDOL
SAGA

配信中

第10話 NO ZOMBIE NO IDOL SAGA／ご老人たちだけでなく、やんちゃなファンも増えたようだ。優秀な
プロデューサーのおかげで、ゾンビィ達も死んでいるにしてはスクスクと成長している。そんなぎゅーらし
かゾンビィ達に、新たなステップを踏ませてやることにした。これは、あいつらが必ず登らなければならな
い大きな山だ。

ゾンビランドサガ 第11話 世界にひとつだけの
SAGA

配信中

第11話 世界にひとつだけの SAGA／やりおった。≪さくら≫が事故りおった。どうやら生前の記憶が
戻っているらしい。あいつ、元の性格がめちゃくちゃだ。（※中略）他のじっぱかゾンビィ達は≪さくら≫を
元に戻そうとしているようだが……（※中略）とりあえず、明日が欲しいので今日は寝る。追記：寝付けな
い。コーヒーを飲み過ぎたか。

ゾンビランドサガ 第12話 グッドモーニング アゲイン
SAGA

配信中

第12話 グッドモーニング アゲイン SAGA／≪さくら≫の記憶が戻らない。まったく「持っとらん」「持っとら
ん」とうらめしかやつだ。だが、ここで諦める巽幸太郎ではない。自分を信じろ。俺は必ずアルピノのス
テージに『フランシュシュ』を立たせる。そこからがプロジェクトの本当の始まり。『ゾンビィランドサガ・プロ
ジェクト』の始まりなのだ。

トリニティセブン ＃01 魔王候補と第三の選択 配信中
＃01 魔王候補と第三の選択／高校生・春日アラタは、けしからんオッパイの美少女に生命を狙われ
る。生命を救う代わりに記憶を消すという魔道士リリスにアラタは、生命も記憶も奪わせない第三の選択
をする。しかし、行き着いた魔道学園の男風呂には、なぜか、全裸の美少女が？

トリニティセブン ＃02 空間閉鎖と王立図書館検察
官

配信中
＃02 空間閉鎖と王立図書館検察官／魔道士になるためには、7つの大罪をアーカイブする研究テーマ
が必要だ。寮でテーマを考えているとき、アラタたち4人は結界に閉じ込められる。出口はどこにもない。
その時、リリスたちがオシ○○をもよおしてきた。大変だ！ 美少女たちのオシ○○の危機だ！

トリニティセブン ＃03 魔道士と錬金術 配信中
＃03 魔道士と錬金術／夏の海、南国の島、水着姿の美少女たち……。なぜかアラタは焼きそばを焼い
ている。仕方がない。彼のせいで崩壊した学園を、学園長が修復しているらしい。美少女たちと混浴温
泉を楽しみながら、魔王候補アラタはテーマを決定する「支配」だ！

トリニティセブン ＃04 巨大迷宮と魔銃起動 配信中
＃04 巨大迷宮と魔銃起動／学園の地下から強大な魔力が流れ出てきた。その崩壊現象から学園を守
るため、アラタたちは、巨大迷路に向かう。モンスターどもを倒し、最深部にたどり着いたとき、異変が起
こる。「ぐあああっ！なんだ、この力は！？」アラタの背にドラゴンの翼が！

トリニティセブン ＃05 夢の世界と第二の魔王候補 配信中
＃05 夢の世界と第二の魔王候補／体操着姿の美少女たちのランニング。揺れる胸。アラタの心はとき
めく。学園生活をエンジョイしているとき、図書館に幽霊が現れる。調査に向かったアラタたちは「永劫図
書館」に強制移動させられた。そこには、行方不明になっていたトリニティセブンの一人が！

トリニティセブン ＃06 悪の魔道士と学園襲撃 配信中
＃06 悪の魔道士と学園襲撃／永劫図書館の中に現れた最後のトリニティセブン、リーゼ！彼女は魔王
の刻印を受けた魔王候補だった。そして聖を救うなら、悪の道を選べとアラタを誘惑する。ためらうアラタ
に突然のキス！「ぐわあああっ」アラタの魔力が吸い尽くされる！リーゼはビブリア学園に襲い掛かる。

トリニティセブン ＃07 秘奥義と異変解決 配信中
＃07 秘奥義と異変解決／学園長の魔道書『ソロモンズゲート』が発動した。高位の魔道士でも長く見す
ぎれば、発狂する。しかし、リーゼは学園長との戦いを潜り抜け、アラタたちを襲った。そして究極の「秘
奥義」ラスト・クレストを発動させる！時間が止まった--その時、西の学園が消滅した。

トリニティセブン ＃08 魔道勉強と安息日 配信中
＃08 魔道勉強と安息日／なんと、なんと、なんと！アラタが検閲官セキュリティセカンドに任命される。
そしてリリスたちと消滅した『王立リベル魔道学園』の近くに空間転移される。しかし、そこには、アラタが
捜し求めていた従姉妹の姿が……！？
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配信本数：約555本

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル
配信
開始

内容

アニマックス オンデマンド
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/ANIMAX01）よりご確認ください。

トリニティセブン ＃09 魔道書戦闘と過去記憶 配信中

＃09 魔道書戦闘と過去記憶／アラタたちの着いた場所は、多元宇宙の狭間を浮遊した異世界だった。
次々と魔物たちが襲ってくる。現れた伝説の魔道書『イーリアスの断章』が、『アスティルの写本』に戦い
を挑んできた。時間も空間も止まった世界で『アスティルの写本』は封じられ、消滅！？怒りに駆られた
アラタの邪悪な力が目覚める！

トリニティセブン ＃10 支配者と憤怒の魔人 配信中

＃10 支配者と憤怒の魔人／究極の魔王アストラル・トリニティが現れる。それはアラタが変身したその
異形の姿--。目の前に現れた聖は高位魔道士だと判明する。しかし、聖の目的はアラタを殺し、魔道学
園を消滅することだった。「なぜ--！？」困惑。危機。崩壊。「福音探求会」イシュ・カリオテがビブリア学
園へ攻撃に向かう。

トリニティセブン ＃11 光輝剣士と姉妹の絆 配信中

＃11 光輝剣士と姉妹の絆／学園にルーグが襲ってきた。アラタやミラたちは遠い地で足止めされてい
る。学園を守るため、ユイは皆を夢の世界に避難させ、ただ一人、レヴィだけが戦いを挑んだ。しかし、
相手は魔王因子を得た魔王候補だ。レヴィは、斬られ、打たれ、倒される。そして巨大な魔力を持った、
聖が現れた！

トリニティセブン ＃12 聖戦少女と魔王世界 配信中

＃12 聖戦少女と魔王世界／最終回！ついに聖とアラタは直接戦う！ルーグが参戦し、リリスが、レヴィ
が、アリンが、ミラが、アキオが、ユイが、リーゼが、トリニティセブン全員が参戦する。いったい何のため
に聖はアラタを襲うのか？強大な魔力と魔力がぶつかり合い、ついに魔王候補アラタの秘密が解き明
かされる！

パンプキン・シザーズ 第01話 不可視の9番 配信中

第01話 不可視の9番／停戦から3年。帝国は戦争の負の遺産に苦しんでいた。「狼」と名乗る中尉に率
いられた一団「灰色の狼」も、戦車を武器に野盗化し山麓の村を恐怖に陥れている。陸軍情報部第3課
に配属されたアリスは、少尉としてこの無法者たちを排除するため、村に出動した。が、実戦経験を積む
敵は容易に降参しそうになく、ひとまず様子をうかがうことにする。

パンプキン・シザーズ 第02話 戦災復興部隊 配信中

第02話 戦災復興部隊／先のダム占拠事件解決に於ける功績が認められて、陸軍情報部第3課に迎え
られたオーランド。治安悪化を進言する差出人不明の嘆願書の真偽を確かめるため、ウォルキンスの
領地に向かう。暗く沈んだ街で一行は、領民を標的にして戦車砲を撃つというウォルキンス子爵の蛮行
を知る。貴族という身分に守られ、ゆがんだ欲望を満たす暴君に…。

パンプキン・シザーズ 第03話 其は貴きものなりて 配信中

第03話 其は貴きものなりて／恵まれた貴族の立場に甘んじたくないと、生活の見直しを始めたアリス。
そんな彼女に崩落したトンネルの復旧任務が下る。 さっそく陸情3課小隊は地元住民に工事を発注す
る。だが、かつて同様の作業でタダ働きをさせられた村人たちは仕事を拒否。やむなくアリスは自らツル
ハシを振るい、少しでも作業を進めようとするが…。

パンプキン・シザーズ 第04話 ヒビ割れた肖像 配信中

第04話 ヒビ割れた肖像／先に解決したウォルキンス伯爵の一件。彼の戦車には研究段階にある高度
な軍事技術が施されていた。そこで陸情3課小隊は戦車開発の偉人コルトゥ博士を訪ね、真相を探り出
そうとする。だが、博士は何ら助言を与えてはくれなかった。手がかりが掴めぬまま、技術班による戦車
解体が始まろうとしたとき、新型装甲車の銃口が突然火を噴く。

パンプキン・シザーズ 第05話 あさはかな者たち 配信中

第05話 あさはかな者たち／負傷したオーランドは現在入院中。見舞いに来た3課の面々を見た相部屋
の患者ワンツは、仲間同士のやりとりを微笑ましく眺めていた。一方、危機一髪のところをオーランドの
捨て身の行動で救ってもらったマーチスは、存在しないはずの部隊「不可視の9番」が気になり始める。
資料を当たる彼に、オレルドも色男独自の援護射撃。

パンプキン・シザーズ 第06話 豊饒な時間 配信中

第06話 豊饒な時間／局舎前の路上に捨てられていた生後間もない赤ん坊を3課に連れてきたオーラン
ド。不意の珍客に右往左往する3課の面々。ハンクスは養育施設への引き渡しを命じようとするが、アリ
スは親探しを買って出る。ハンクスも「戦災復興」の一環として、これを許可。乳飲み子をおぶったオーラ
ンドを残し、一同は喧噪の闇市へと向かう。

パンプキン・シザーズ 第07話 踊る者踊らされる者 配信中

第07話 踊る者踊らされる者／匿名のタレコミに基づいて、配給品横領の調査に向かう陸情3課小隊。だ
が、いつもの顔ぶれの中にアリスの姿はない。パーティーの身支度に手間取るアリスに、姉のエリスとソ
リスも気が気ではない。ようやくドレスを身にまとったアリスは、馬車でパーティー会場へと向かう。一
方、領主邸を調べていた陸情3課小隊は…。

パンプキン・シザーズ 第08話 雪原に燃えて 配信中

第08話 雪原に燃えて／雪山を越える輸送任務の最中、 陸情3課小隊の乗った雪上車を山賊団が襲
う。タイヤを破壊された車輌は崖の下へと呑み込まれていった……。何とか命拾いしたものの、移動手
段を失った隊員たち。吹雪に見舞われ山小屋に避難するが、山賊の追跡を逃れるために火を使えず、
寒さを堪え忍ぶしかない。だが、やがて負傷したマーチスが発熱。

パンプキン・シザーズ 第09話 朝霧の女 配信中

第09話 朝霧の女／配給品の分配を気ままに済ませたオレルドは夜の街へ。たまに足を運ぶ店で楽しく
やっていると、そこに今まで気に留めていなかった存在が。霧がたなびく夜明けの街で見かけた女・ハン
ナだった。翌日も同じ店に通ったオレルドは、両親を失った彼女が17歳から辛い境遇で生きてきたこと、
さらに…。
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配信本数：約555本

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル
配信
開始

内容

アニマックス オンデマンド
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/ANIMAX01）よりご確認ください。

パンプキン・シザーズ 第10話 カボチャとハサミ 配信中

第10話 カボチャとハサミ／最愛の妹を心配するエリスとソリスは、帰宅したアリスに外出禁止を言い渡
す。姉二人は、どうやら軍に休暇届けを出すつもりらしい。大半のメンバーが出払ったオフィスでは、ス
テッキンが、オーランドを相手に3課の来歴を語っている。エリートコースを歩んでいたはずのマーチスの
3課赴任。そこにも、彼なりの事情があったと言うのだ。

パンプキン・シザーズ 第11話 静かなる胎動 配信中

第11話 静かなる胎動／新聞記者ドルトンが陸情3課の取材にやって来た。政府の提灯記事とは知りな
がら、まんざら悪い気はしない隊員たち。アリスは例のごとく真剣に、復興にかける思いを熱く語るの
だった。翌朝、自分たちの記事が掲載された新聞を満足げに眺める3課の面々。場末のカフェで働く女
セシルは、記事に目を留め、ある決意を胸に秘めていた

パンプキン・シザーズ 第12話 見えざる痛み 配信中

第12話 見えざる痛み／誘拐されて消息を絶ったアリス。オレルドとオーランドは、拉致に使用された馬
車を手がかりに、犯人の身元を割り出しつつあった。その頃、新聞記者ドルトンは陸情3課を再訪し、対
戦車銃「ドアノッカー」の存在から零距離射撃を行う兵士、オーランドの来歴を探りにかかる。軍事機密
を追う者の身には危険が及ぶ…。

パンプキン・シザーズ 第13話 粗野にして美味 配信中

第13話 粗野にして美味／隣国ローデリアの姫セッティエームが、お忍びで帝国を訪れるという報せが
入る。目的は陸情3課が捕らえたローデリア国籍の密輸業者の解放。姫に接した経験を持つアリスは、
その明晰な頭脳が取る行動に警戒心を強めていた。一方、休暇中のマーチスは思わぬところでセッティ
エームと遭遇。しかし、自ら姫と名乗る彼女の発言を信用できず…。

パンプキン・シザーズ 第14話 焔、いまだ消えず 配信中

第14話 焔、いまだ消えず／帝都の地下水道では陸情1課隊員が必死の抵抗を続けていた。襲い来る
相手は「908HTT」の部隊章を付け、火えん放射器を手にした兵士ハンス。地下水道には帝都へ流れ着
いた難民たちが多数存在していた。オレルドは水道管理局の職員が少女マリエルを恐喝する場に出く
わし、彼女の窮地を救う。アリスは国営農場での仕事を斡旋するが…。

パンプキン・シザーズ 第15話 迷走する選択 配信中

第15話 迷走する選択／陸情3課小隊の眼前に、火えん放射器を手にしたハンスが出現する。脱出を試
みるが、燃えさかる炎の壁は徹底して退路を断つ。水道局員たちはハンスを味方と思い込むが、火えん
放射器は容赦なく彼らを炎に包んだ。瀕死の局員を救出するアリス。さらに火を噴こうとする放射器に敢
然とオーランドが立ちはだかった時…。

パンプキン・シザーズ 第16話 斬り裂きし者 配信中

第16話 斬り裂きし者／地下水道の難民たちに常習性薬物「ヒンメル」をばらまき続ける水道管理局の長
ミヨン。その背後には「銀の車輪結社」の暗躍があった。薬物取引の現場を押さえに地下水道へやって
来たアリスたち。だが、陸情1課の実動第1小隊「クレイモア・ワン」が先んじて装甲車で突入する。彼らは
作戦に介入してきた陸情3課さえ敵視し…。

パンプキン・シザーズ 第17話 なお救われぬ闇たち 配信中

第17話 なお救われぬ闇たち／「銀の車輪結社」の命令に従い、水道局長ミヨンを守るハンス。部隊
「908HTT」唯一の生存者である彼は、忌まわしい記憶に悩まされながら、ミヨンと地下水道を進んでい
た。そしてアリスは血気にはやる陸情1課隊員たちを足止めするため、双剣メーネを振るい続ける。精鋭
「クレイモア・ワン」を相手に孤軍奮闘するも…。

パンプキン・シザーズ 第18話 小さな戦力 配信中

第18話 小さな戦力／多くの命が奪われた地下水道での一件以来、陸情3課は重い空気に包まれてい
た。とりわけオーランドの表情は沈鬱なまま。そこでステッキンはダンスで皆の明るさを取り戻そうと、
こっそりステップを踏んでみるが、これは予想以上に恥ずかしいものだった。それならばと、一緒にラン
チを取ることにする。彼女たちがテーブルに着くと、向かってくる男が一人。

パンプキン・シザーズ 第19話 甘い罠 配信中

第19話 甘い罠／姉二人と舞踏会の会場へ到着したアリスは、招待客たちの好奇の眼差しを感じながら
中を進んでいた。そこへ現れたのは、経済管理庁長官のパウロ侯爵。非礼な彼は、食べ物で汚れた手
も気にせず、握手を求めてくる。やむなく応じようとするアリスを救ったのは、レオニール・テイラー…アリ
スの婚約者だった。

パンプキン・シザーズ 第20話 演者入場 配信中

第20話 演者入場／アリスはレオニールに誘われてダンスを踊るが、心はどこか虚ろだった。同じ頃、市
民の一団が舞踏会突入を計画していた。オーランドはその動きを察知するが、尾行を気付かれて不意
打ちを食らう。窮地をオレルドが救うが、その間にも襲撃の時間は刻一刻と迫っていた。負傷したオーラ
ンドとともに、マーチスとオレルドは会場へと急ぐが…。

パンプキン・シザーズ 第21話 木偶と偶像 配信中

第21話 木偶と偶像／経済管理庁長官の立場を利用し、不正を働くパウロ侯爵。彼に鉄槌を下そうと、
舞踏会場を平民の一群が襲撃した。陸情1課のコネリー少佐は予想される惨劇によって同課の権限拡
大を狙い周囲を封鎖する。血気にはやる群衆を制するためパウロ侯爵に決闘を申し出たアリスは、護
衛の精鋭二人を相手に不利な勝負に挑む。

パンプキン・シザーズ 第22話 孤独な天秤 配信中

第22話 孤独な天秤／パウロ侯爵の護衛、アランとジャンと対決するアリスとオーランド。アリスが勝てば
パウロ侯爵は当局へ出頭し、侵入した平民たちの罪は問わないとするレオニール・テイラーの提言は受
け容れられたかに思えた。しかし、貴族への積年の怨みがその程度で消えるはずもない。アリスの死闘
へ視線が集まる中…。
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タイトル
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アニマックス オンデマンド
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/ANIMAX01）よりご確認ください。

パンプキン・シザーズ 第23話 そして甘い罠 配信中

第23話 そして甘い罠／窮地に陥っていたアリスは、オーランドの言葉から陸情3課少尉としての自信を
取り戻す。アランの武器にひるまず、突き出される短剣。アリスは劣勢から互角の勝負へと、態勢を立て
直していく。決闘を見つめる平民たちの間にも、変化は生じつつあった。憎むべき貴族に制裁を加える
べきか、それとも別の方法で真の正義を求めるべきか。

パンプキン・シザーズ 第24話 軍人・平民・貴族 配信中

第24話 軍人・平民・貴族／死闘は決着した。しかし、舞踏会場に踏み込んだ一団の中には、目的が果
たせなかった怒りの矛先をアリスに向けようとする者もいた。その衝突を制止したのは、混乱の元凶パ
ウロ侯爵であった。彼は本来の決闘を行おうと主張し、疲弊したアリスに代理を立てることを認める。ア
リスが指名したのは、反乱の主導者カール。

ブギーポップは笑わない Boogiepop Phantom 第01
話

配信中

第01話／天空に向かって一筋の光が立ち上がった夜。それは、早乙女正美がいなくなった夜でもあっ
た。それからひと月……。中学時代、早乙女に対し淡い恋心を抱いていた少女・殿村望都は、早乙女の
失踪とその幽霊が出るという噂を聞き、心を揺らす。早乙女に会いたいと、会って「好きでした」のひと言
を伝えたいと。そして、望都の前に姿を現す早乙女。だが…

ブギーポップは笑わない Boogiepop Phantom 第02
話

配信中

第02話／光の柱の現れた夜を境に、人の胸に虫を見る様になった少年・城之内久志。彼に胸の虫を取
り除かれた人は、心の重荷から開放され、過去の遺恨を忘れていった。虫、それは…人の記憶そのもの
であった。虫をあさり、貪り食らう城之内。その甘美な味に酔いしれ、次第に依存していく城之内。だが、
そんな彼に忍び寄る黒い影が……。

ブギーポップは笑わない Boogiepop Phantom 第03
話

配信中
第03話／同級生たちに「パヌルー」と呼ばれ、慕われる少女・有藤美鈴。彼女は言う「私は世界を受け
入れている」と、「あるがままの世界を愛している」と。だが、美鈴の前に早乙女が現れた時、彼女の「世
界愛」が歪みはじめる。なぜならば、彼女は本当の「パヌルー」ではないのだから……。

ブギーポップは笑わない Boogiepop Phantom 第04
話

配信中

第04話／最近、街で流行っている「タイプ・エス」という名の香水。その香りは勇気を与え、人を大胆する
と言う……。コンピューター・ゲームの画面、その創造上の二次元世界に没頭し世界から逃避する少
年・菅沼洋次。彼が「タイプ・エス」の香りを鼻にした時、現実と虚構の境目が交じり合う。そして訪れた
光の柱が天空に上がる夜。洋次の現実が崩壊し……。

ブギーポップは笑わない Boogiepop Phantom 第05
話

配信中

第05話／街の一角にある蔦に覆われた不気味な屋敷に横たわっていた老婆の死体。警察の捜査に
よって、屋敷からは着る者など存在しない女の子用の衣服が発見された……。その頃末真和子は、霧
間凪が過去に入院していたという県立総合病院を訪れ、そこで偶然にも宮下藤花と出会う。そして、夜
更けの交番。夜勤の警官・森田が同僚の山本に聞かせている話の内容は…

ブギーポップは笑わない Boogiepop Phantom 第06
話

配信中

第06話／5年前、連続殺人の犠牲となった娘・静枝。その母、幸子のもとに静枝の友人・里香から彼女と
の交換日記が届けられる。そこには父親の死後、新たな恋人をつくった母親に対する反発と、それに伴
う性に対する拒否反応に悩む静枝の苦悩が綴られていた。日記を読み、悩んでいた娘と、何もしてやれ
なかった自分に涙する幸子。その頃街では…

ブギーポップは笑わない Boogiepop Phantom 第07
話

配信中

第07話／及川鎮はモノを作るのが好きな少年であった。そして、妹の小夜子と2人迷子になったときに
は、木彫りの人形を作り元気付けた良き兄であった。だが、遊園地建設プロジェクト／ジオシティ計画が
崩壊し生きがいを失った父親が廃人同様となるのを見て鎮は変わった。モノを、いらないものを全部分
解することに固執する人間へと。そして、天空に光が伸びた夜を境に…

ブギーポップは笑わない Boogiepop Phantom 第08
話

配信中

第08話／ある日、霧間凪の前に現れた男。フリーライターの岸田と名乗る彼に、凪は懐かしい知人の面
影を見る。取材への協力を取り付けるため、凪の後を追う岸田。最近頻発している行方不明事件を調査
していた凪の姿を目にした彼は、一人で戦う凪の姿にひかれてゆく。やがて、2人は街で起きている異変
の核心へと近づいてゆき……。

ブギーポップは笑わない Boogiepop Phantom 第09
話

配信中

第09話／親の期待を背負いピアニストを目指していた吉沢早紀は、レッスンを受けに行った音大の教授
に諦めるように言われてしまう。失意の早紀に、聞こえるはずのない声が聞こえた。早紀は「おいで、お
いでよ」との声に誘われ建設途中で計画の頓挫した遊園地「ペイズリーパーク」に足を踏み入れる。「友
達になろう」と現れたプームプームに…

ブギーポップは笑わない Boogiepop Phantom 第10
話

配信中

第10話／小島茜は何かに誘われるようにペイズリーパークに向かい、そこでハーメルンの笛吹きの衣
裳を着た少年に出会う。茜は少年に「プームプーム」と名をつけた。それは茜がかつて書いた童話の主
人公の名前だった。プームプームは「ここは、切り捨てられ置き去りにされた者たちの永遠の国なん
だ！」とペイズリーパークに「友達」を集めようとする。

ブギーポップは笑わない Boogiepop Phantom 第11
話

配信中

第11話／如月真名花は妊娠5ヶ月で産まれた。母の真弓は出産直後に病気で入院し、真名花は祖母の
美代に人目を忍んで育てられた。真名花の成長が異常に早かったからだ。真名花はどんどん成長し
た。わずか2年で小学校低学年ほどにもなった。美代はカーテンで閉め切られた部屋で真名花を育てつ
づけた。真名花の誕生より五年、自分の死期を悟った美代は…
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タイトル
配信
開始

内容

アニマックス オンデマンド
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/ANIMAX01）よりご確認ください。

ブギーポップは笑わない Boogiepop Phantom 第12
話

配信中

第12話／すべての怪異が終わったかに見えた頃、奇妙な事件が続発していた。原因不明の突然死を遂
げるOLたち。死体には傷もなく、まるで生気を吸い取られたかのようだという。しかも事件は出版社の密
集するごく狭い地域に限られていた。その頃岸田一朗は、なぞの組織についてのルポを発表しようと出
版社を回っていた。

まおゆう魔王勇者 第一章 「この我のものとなれ、勇
者よ」「断る！」

配信中

第一章 「この我のものとなれ、勇者よ」「断る！」／一軍にも匹敵する強大な戦闘能力を持つ勇者は、人
間の敵として立ちはだかる魔族の長である魔王討伐のため、単身で魔界の奥深くへと乗り込む。しか
し、魔王の城に到達した勇者の前に姿を現した魔王は、美しい人間の女性の姿だった。戸惑いつつも果
敢に戦いを挑もうとする勇者だったが…。

まおゆう魔王勇者 第九章 「わたしは“人間”だか
らっ」

配信中

第九章 「わたしは“人間”だからっ」／馬鈴薯は悪魔の実、指導なされた農法は邪教のものだとして、紅
の学士は異端認定され、中央へと引き渡されることになってしまった。魔王に扮したメイド姉は勇を鼓し
て使者につき従うが、紅の学士を慕う村人たちが大集結する中で、メイド姉としてのこれまでの思いのた
けを語り始める。変革が起きようとしていた…。

まおゆう魔王勇者 第五章 「魔王っていい匂いだな」
「勇者の腕の中はほっとする」

配信中

第五章 「魔王っていい匂いだな」「勇者の腕の中はほっとする」／南部諸王国では、魔族に奪われた極
光島奪還のための戦争の機運が高まっていた。一方、人間が奪った魔界の町・開門都市をおとずれた
勇者は、聖鍵遠征軍の駐留部隊の現状を知ることとなる。丘の向こうへ続く道のために、勇者は行動を
決意した！

まおゆう魔王勇者 第三章 「いままでどこほっつき歩
いていたのよ！」

配信中

第三章 「いままでどこほっつき歩いていたのよ！」／農業改革を進めるには教育が重要なことを悟った
魔王と勇者は、湖の国の修道会を訪れる。二人が事情を説明しようとしたその時、修道女がいきなり勇
者に飛びかかってきた。その修道女とは、かつて勇者とともに魔王討伐の旅をしていた仲間の一人だっ
た。二人の間に、どんな経緯があったのだろうか？

まおゆう魔王勇者 第四章 「そんなことになったら勇
者に噛みついてやる！」

配信中

第四章 「そんなことになったら勇者に噛みついてやる！」／女魔法使い捜索のために魔界へと乗り込ん
だ勇者。一方、冬越し村に残った魔王は、勝利でも敗北でもない人間と魔族の戦争終結のための第一
歩として、中央大陸全土に商業範囲を持つ「同盟」との交渉に挑む。魔王と青年商人、異なる立場の二
人の舌戦が導き出す答えとは？

まおゆう魔王勇者 第七章 「すぐに戻れる、すぐにま
た会えるさ」

配信中

第七章 「すぐに戻れる、すぐにまた会えるさ」／勇者、魔王、女騎士の絶妙の連携により、極光島は奪
還された。束の間の平和の中で勇者は、魔王の発明の数々に驚き、メイド姉妹の成長と女騎士の変容
を感じていた。そして、魔界の開門都市を訪れた勇者は、人間と魔族の間での変化を目の当たりにす
る。一方、魔王のまわりでは異変が起き始めていた…。

まおゆう魔王勇者 第十一章 配信中

第十一章／南部諸国は教会から破門され、中央からの宣戦布告を受け、戦争へと突入していった。い
まだ帰らぬ魔王を心配していた勇者は、女魔法使いの助力を受け、魔王城へと乗り込むことを決意す
る。一方、冥府殿の奥で過去の魔王の魂と一人対峙していた魔王が、ついにメイド長のもとに姿を現す
が…。

まおゆう魔王勇者 第十章 配信中
第十章／メイド姉の演説に感銘を受け、南部諸国は中央からの独立の道を歩むことになった。その対
立が呼び水となり、農民、教会、商人と次々と変化が拡大していく。そのような中、魔界の蒼魔族も不穏
な動きを始めていた。人間だけではなく魔族も巻き込んだ、大きな戦いが始まろうとしていた。

まおゆう魔王勇者 第十二章 配信中

第十二章／女魔法使いは、年間三百万人もの死者を出す悪魔の病気「天然痘」を撲滅させる術を、冬
寂王に託す。それは、勇者と魔王の夢の実現を手助けしたいがための行動だった。一方、魔界に乗り込
んだ勇者は、先代魔王たちに魂を乗っ取られてしまった魔王と激突する。魔王と勇者の前に「丘の向こ
う」は広がるのだろうか…。

まおゆう魔王勇者 第二章 「わたしたちをニンゲンに
してください」

配信中

第二章 「わたしたちをニンゲンにしてください」／「戦争の向こう側へ…」共通の目的のために契約を交
わした魔王と勇者。学士を名乗った魔王は貧困にあえぐ冬越し村に屋敷を構え、そこを足がかりに農業
改革を進めようというのだ。早速、二人は村長のもとへ協力を仰ぎに向かうのだが、先進的な農法は受
け入れてもらえなかった。その日の夜、学士の屋敷に忍び込む不審な影が…。

まおゆう魔王勇者 第八章 「剣を取って、我が主」 配信中

第八章 「剣を取って、我が主」／魔王の留守を預かることになったメイド姉は、魔王に扮して奮闘してい
た。そんな中、勇者に開門都市へと誘われた青年商人は、そこで人間界と魔界の損得勘定を超えた新
たな世界の萌芽を感じた。一方、魔王は魔王城の最下層にある冥府殿で、荒ぶる歴代魔王の魂を鎮め
るために決死の覚悟で対峙をしようとしていた…。

まおゆう魔王勇者 第六章 配信中
第六章／勇者は黒騎士として、開門都市の聖鍵遠征軍を悪夢で震え上がらせていた。一方南部諸王
国では、冬の王を失った冬の王子が、冬寂王の名を継ぎ、第二次極光島奪還作戦を決行、女騎士はそ
の総司令官として冬の国に赴任する。そこを訪れた魔王は、戦局を左右する秘策を携えていた…。
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タイトル
配信
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内容

アニマックス オンデマンド
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/ANIMAX01）よりご確認ください。

ルガーコード1951 配信中

言語学の天才として若くして教授になったテスタ。寄宿学校時代の先輩であるロッサ軍曹の紹介で、テ
スタはある暗号の解読を依頼される。それは人類に宣戦布告してきた人狼たちが交信で使う暗号「ル
ガーコード」だった。暗号解読のために人狼少女ヨナガを捕獲するが、はたして手掛かりを掴めるの
か！？

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第01話

配信中

第01話／「世界中のナゾを次々と解明し一躍有名になったレイトン教授」の娘のカトリーエイル・レイトン
は、さえない表情をしたサイモン・ライトから『購入した家が呪われていて、家族全員がこつ然と姿を消し
てしまった』という不思議な依頼を受けた。妻と娘2人、そして捜査にやって来たアスポワロ警部までいな
くなり、次は自分に違いない！と怯えるサイモン。

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第02話

配信中

第02話／レイトン探偵社に『悪魔のドレスの呪いを解いてほしい！』という奇妙な依頼が入った。依頼人
のパステルは、悪魔のドレスを妻のオリビアに一度着せてから、妻が悪魔に取り憑かれたかのように豹
変して殺されかけると言う。ドレスの秘密を探るべく、ドレスの販売元や製造元を尋ねるカトリーたち。そ
こで発見した驚くべき秘密とは？そして、悪魔の正体とは一体…！？

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第03話

配信中

第03話／大変だ！！平和なロンドンにゾンビが出没！？「数週間前に亡くなったはずの夫・アンディの
死体が蘇った」というホラー映画のような依頼をリブから受けたカトリー。アンディは、ウェンブリー製作
所で車の次世代エンジンを開発していたが、実験中に不慮の事故で開発メンバー全員亡くなってしまっ
たという。ゾンビ出没に興味津々のカトリーは快く依頼を承諾。

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第04話

配信中

第04話／狙った宝石を華麗に盗み出し、その姿を見た者は誰もいないというナゾに包まれた怪盗セー
ヌ。ロンドン中の宝石を盗む怪盗セーヌにアスポワロ警部もお手上げ！そんな中、大英博物館のシンボ
ルである大きなダイヤモンド『女神の微笑み』を盗み出すと予告状が届き、アスポワロ警部は「怪盗セー
ヌを捕まえて欲しい！」とカトリーへ依頼を出す！

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第05話

配信中

第05話／今回の依頼は『運が良すぎる』というなんとも羨ましい依頼！！依頼人のフレデリックは、幸運
の矢に打たれてから抽選会では1等の1万ポンドが当たり、次の日に行ったデパートでは100万人目のお
客様の記念として3万ポンドをもらい、2日間で4万ポンドもの大金を手に入れた！だが、その後パッタリ
と幸運が訪れなくなってしまった…。

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第06話

配信中

第06話／ノアの大学の後輩ウーラが大学へ急いでいると、何年も前から使われていないバス停から大
学行きのバスがやってくる。急いで飛び乗り、しばらくすると、子供のころの町並みにそっくりな場所にた
どり着き、なんとそこには昔飼っていた猫が…。さらに、10年前に亡くなったおばあちゃんの子守歌まで
聞こえたといい、まるでタイムスリップしたみたい…！？

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第07話

配信中

第07話／ロンドンの街に突如現れた地球一強い正義の味方、ラットマン！悪人を倒してはすぐにいなく
なる、正体がナゾのスーパーヒーロー。しかし、最近ヒーローが姿を現さなくなった！？ラットマンが悪の
組織に捕まっているんじゃないかと心配したレオは、レイトン探偵社を訪れ『ラットマンを助けてほし
い！』と依頼する。カトリーたちはラットマンの手がかりを探すため…。

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第08話

配信中

第08話／ある日の早朝、アスポワロ警部にロングローラー銀行へ呼び出されたカトリーたち。なんでも
銀行に強盗が入り、1億ポンドが盗まれてしまったという。完璧主義者の銀行総支配人のエニーシャ・マ
イヤーは、英国全体を揺るがす大パニックを防ぐためカトリーたちに内密で調査を依頼する。銀行の調
査を進めるカトリーたち。

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第09話

配信中

第09話／ロンドン七富豪の1人・ガルフレッツアー夫人から、行方不明になったペットのペトリーちゃんを
見つけて欲しいという依頼をもらったカトリーたち。屋敷で働くスタッフが総出で探しても見つからず、お
屋敷は高い堀に囲まれていてペットが自分で外に出るのは難しそう…。5時間後に行われる晩餐会まで
にペトリーちゃんを見つけるため、大邸宅の調査を開始！

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第10話

配信中
第10話／かつてレイトン教授の研究室で働いていたローザがカトリーの元へやってきた！何やらローザ
はレイトン教授の行方の手がかりを知っているらしい。話を聞くと、11年前レイトン教授の研究室に、人
探しの依頼が…。なんと、探してほしい人物とは、レイトン教授の古くからの友人であるルークだった！

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第11話

配信中

第11話／映画『愛・ラブ・オーシャンズ』の試写会に来たカトリーたち。上映前から話題のキスシーンの
手前で突如映像が途切れ、キスシーンが流れないまま映画は終了。映画のフィルムからキスシーンの
みが盗まれたと映画監督のギルモントは大激怒。カトリーたちは劇場の経営者のゴスペックからの依頼
で映画のキスシーンを盗んだ犯人を突き止めることに。

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第12話

配信中

第12話／ロンドンでは1年に1度、絶対に働いてはならない大休日『エンヤの休日』がある。そんな中、俊
足の泥棒ライトニング・トッターが出没し、彼を捕らえるため日夜一生懸命働くアスポワロ警部。しかし、
仕事のしすぎで奥さんの誕生日をすっかり忘れてしまい、さぁ大変！お店はどこも開いていないし、プレ
ゼントはおろかケーキも用意していない！



2019年4月12日現在

【2019年5月】
配信本数：約555本

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル
配信
開始

内容

アニマックス オンデマンド
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/ANIMAX01）よりご確認ください。

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第13話

配信中
第13話／ピアニストのサラとその執事のアルバートがカトリーの事務所にやってきた。「数日前から自分
にそっくりな人間を何度も見かけ、気味が悪い」という依頼で、まさかドッペルゲンガーかも！？とカト
リーは快諾。サラはピアノの発表会や音大で自分のドッペルゲンガーを見かけており…。

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第14話

配信中

第14話／アスポワロ警部にスコットランドヤードへ呼び出されたカトリーたち。スコットランドヤードの最
高権威ホワイトホール総監を侮辱するような絵がロンドンの街の建物にペンキでいたずら書きがされた
というのだ。「犯人を探して欲しい」と依頼を受けると思ったカトリーであったが、すでに犯人は見つかっ
ており、アスポワロ警部からは「別の犯人をでっち上げて欲しい」と…

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第15話

配信中

第15話／田舎で小麦農家を営んでいるミンタンがレイトン探偵社にやってきた。ミンタンから「畑が宇宙
人に襲われた」と依頼を受けたカトリーたち。早速ミンタンの小麦畑を見に行くと、そこには、きれいな円
が規則正しく並んでおり、まるでミステリーサークルのよう。ナゾを解明しようと畑を調査していると、その
最中に…

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第16話

配信中

第16話／ロンドン市長の秘書のドーラから「娘のマロンに身についた未来予知の能力について調査して
欲しい」という依頼を受けたカトリー。市長が忙しくなってから子育てはベビーシッターのケリーに任せき
りのドーラ。そんな中、マロンが毎朝、身近なことの未来予知を始めたのであった。カトリーはマロンに会
うためにドーラの自宅に行くと…

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第17話

配信中

第17話／「グァァァァー！！」と怪しい音を出しながらロンドンに現れる白い怪物！怪物は深夜に突如と
して現れ、瞬く間に消えていってしまう。カトリーは怪物の正体を暴くために調査を開始！しかし、事件分
析官のジェラルディンも参考データが全くなく、アスポワロ警部もラットマンでさえもその正体を見たこと
がないという。そんな中、事件記者のピートが白い怪物を激写！

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第18話

配信中

第18話／カトリーたちは『モレントリー急行で行く、格安！皆既日食ツアー！』に参加！電車に揺られス
イーツを嗜んでいると、乗客のピートが用意したプロポーズ用の指輪がプリプリの海老にすり替わって
いた！乗客はカトリーたちと接点のあるマロンやレオに加え、電車の中なのにサングラスをかけている
怪しい男たち。密室である電車の中で一体どうやって指輪は盗まれたのか！

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第19話

配信中

第19話／ハタチの資産家、アンドレアの屋敷に呼ばれたカトリーたち。どこからどう見てもおばけ屋敷に
見えるアンドレアの屋敷では無数のゴーストが出るとのことで、その正体を暴いてほしいというのが今回
の依頼！アンドレアは今まで色んな方にゴーストの正体を探ってほしいという依頼をしてきたが、誰も解
明出来なかった。

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第20話

配信中

第20話／21年前、中型客船の中は大荒れで船は沈没しかけていた。船の中では、妊婦のカミラが今に
も赤ちゃんを産みそうな状態で緊迫していた。荒れ狂う船内では苦しむカミラをよそに他の乗客は我が
身が大事でカミラを見て見ぬふりをした。そんな中、カミラの出産を手助けした人物、それがエルシャー
ル・レイトン教授の助手であるルークであった！

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第21話

配信中

第21話／隣町に超話題のスイーツ店『ハッピーバナナ』が出来た！早速お店に向かうために取り置きの
電話をかけるカトリー。しかし、お店の人から「本当に食べる資格のある人でなければ永久にたどり着く
ことは出来ない！」と言われてしまう。実際に隣町へ行き、スイーツ店を探すカトリーたち。でも、本当に
スイーツ店が見つからない！？一体どこなの！？

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第22話

配信中

第22話／天才少年ベンガリーがカトリーの事務所にやってきた！なんでも、ベンガリーは自分を最大限
にサポートしてくれる助手ロボット「スケットマン」を開発したという。ご主人様のために何でもこなす完璧
な存在のスケットマン。しかし、夜中に突然暴走を始めた！スケットマンの回路に異常はなく、故障もし
ていない！果たして、カトリーは…。

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第23話

配信中

第23話／ロンドン七富豪の一人、ゴスペックから、大事な愛娘、アリーのハートを盗んだ大泥棒を見つ
けて欲しいと依頼を受けたカトリー。なんでも、ゴスペックは自宅でアリーの書きかけのラブレターを見つ
けてしまったらしい！一緒に働く仲間が怪しいと睨んだゴスペックは、カトリーたちにアリーの勤める会社
に潜入捜査してほしいと伝える。

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第24話

配信中

第24話／ロンドンのシンボル、ビッグベンの時計の針がなくなった！地面に落ちた形跡もないし、全く見
当たらない。時計は隣国からもらった友好の証で、しかも、その国の大使を迎えたパーティーが間もなく
開催される。大使に針がなくなったことを知られては、ロンドンの沽券に関わる大問題に！焦ったアスポ
ワロ警部は…。

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第25話

配信中

第25話／リバーサイドフェスティバルにやってきたカトリーたち。祭りにウキウキしている中、事件が起
こってしまった！その事件とは、テムズ川の両岸で、男性は背中をナイフで刺され、女性は自ら川に身を
投じるという『テムズ川の伝説』に類似したものだった。伝説に似た事件が起きたことで人々の注目が集
まり…。



2019年4月12日現在

【2019年5月】
配信本数：約555本

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル
配信
開始

内容

アニマックス オンデマンド
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/ANIMAX01）よりご確認ください。

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第26話

配信中

第26話／ノアがカトリーの事務所で働く理由…それは、カトリーがノアの恩人だったからだった！今回の
お話は、カトリーとノアの出会いのお話。大学へ入学した日、運がなくアルビーン教授の論文を盗んだ容
疑をかけられてしまったノア。そこにカトリーが偶然居合わせ、ノアの潔白を晴らそうと調査を開始！ノア
がどんな1日をたどっていたのか調査してみると…。

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第27話

配信中

第27話／「え！！カトリーが殺人の容疑者に！？」カトリーがお気に入りにしていたブティック店主のケ
イトが何者かによって殺されてしまった。目撃者の証言では、犯行時間にお店に出入りしていたのはカト
リーのみ！ブリトニアス警部に警察に連れて行かれそうになった時、隙をついて逃げ出したカトリーた
ち。真犯人を見つけ出さなければ…。

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第28話

配信中

第28話／ガルフレッツアー夫人に招待され、豪華客船の初航海にやって来たカトリーたち。船内では
パーティーが行われる中、本物の純金で出来た黄金の女神像が披露された！女神に圧巻される一同。
さらに、オーナーのエイザーランドから船内に隠された天使像を見つけた者には、黄金の女神の落札権
を賞品としてプレゼントすると伝えられ、船内は大盛り上がり！

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第29話

配信中

第29話／ネム湖に世界有数の巨大未確認生物ネッスィーが出現！？その正体を突き止めてほしいとい
うのが今回の依頼。ネッスィーの存在を証明できれば、歴史に名を刻めるに違いないと大興奮のカト
リー。調査のためネス湖へ向かい、今回の依頼者トリンの婚約者で唯一の目撃者であるモグルスに話
を聞くが、彼の態度にはひっかかる点があり…。

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第30話

配信中

第30話／親友が35年前とまったく変わらない姿で現れた。しかも黒いマントを羽織り、暗闇で光る犬歯
はまるで不死のバンパイアのようだったという。依頼人ハンスによると、学生時代に親友ガブリ・カムー
ゾと自分は、家の向かいに住む美少女シャーリーに恋をしてしまった。その後ハンスはシャーリーと恋人
になったため、そのことを恨んでいたガブリが…。

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第31話

配信中

第31話／ダンナーから妻のサマーサが魔女になってしまったという奇妙な依頼を受けたカトリー。なんで
も、ソファに寝転んでいるサマーサがある呪文を唱えると朝食が勝手に準備され、掃除も完璧に行われ
ているのを目の当たりにしたとのこと。しかも、最近のサマーサは急に『なりたいものがある』という理由
で会社を辞めてしまった…。

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第32話

配信中

第32話／アンネから人探しの依頼を受けたカトリー。探してほしい人は、なんと第3銀河系惑星ランプ
シェードからやってきた宇宙人のプリンス！？しかも、宇宙人はアンネの心を読める能力を持っているら
しい。宇宙人と何日も語り合う生活を続けるうちに、次第にアンネの心は惹かれていくが、ある日突然、
彼はランプシェードに帰ってしまった！

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第33話

配信中

第33話／カトリーの事務所に天才少年ベンガリーがやってきた。最近は推理小説にハマっており、自分
でも書いてみたので感想を聞かせてほしいという。物語は宇宙が舞台の殺人事件で登場人物もクセ者
だらけ！内容を語り始めるベンガリーから、犯人を当てるよう挑発を受けたカトリーたちは、与えられた
情報から推理するも、ベンガリーは重要な情報をどんどん付け足してくる。

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第34話

配信中

第34話／11年前、レスタギアナ洞窟にたどり着いたレイトンとルーク。様々なナゾを解き、レリクスに近
づいたものの、既に誰かに持ち出された後だった。部屋の痕跡から、レリクスはとても大きなものだと推
測したが、誰がどうやってそれを運び出したのか、新たなナゾも生まれるのだった…。時は現代、レイト
ン失踪にはレリクスが重要な鍵であるとわかったカトリーたち。

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第35話

配信中

第35話／レイトン失踪の重要な鍵となるレリクスのナゾは、クラン・スコール寺院にあると推理したカト
リー。そこで、寺院があるサウサンプトンへ向かい、田舎町でありながらナゾが多いこの地で、少しでも
手がかりを手に入れようと奮闘する。調査の結果、11年前にレイトンとルークも、サウサンプトンに訪れ
ていた…。

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第36話

配信中

第36話／ロンドンコレクションの前日、エンゼルアロー社が披露するはずの衣装が一式盗まれてしまっ
た！最後に衣装を確認してから事件の発覚まで、衣装部屋は密室状態。この事態に困った社長のバー
グマンはカトリーに犯人を見つけてほしいと依頼する。さらに、この事件を解決したら、服や新作の
チャームももらえると聞いて、カトリーのやる気は最高潮に！

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第37話

配信中

第37話／「だべ」の訛りが特徴的な小麦農家を営んでいるミンタンが、まるで別人のようになってしまっ
た！？今ではチャラくなり、小麦のことはそっちのけでカジノ建設に力を注いでいるとのこと。カトリーた
ちが元に戻るよう説得すると、ミンタンはルーレット勝負で自分に勝つことが出来たら、言う通りにすると
約束。しかし、ミンタンのルーレットの的中率はなんと100％！

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第38話

配信中

第38話／ロンドンにあるレインボーテムズブリッジは、老朽化が原因のため、取り壊しが決まり、新しい
橋を建設することが予定されていた。しかし、解体日を一週間後に控えたある日、突然巨大なロボットが
橋を占拠してしまい、全く作業を進められなくなってしまった。無理に進めようと橋を通過しようものなら、
ものすごい速さのパンチを繰り出してくる。



2019年4月12日現在

【2019年5月】
配信本数：約555本

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル
配信
開始

内容

アニマックス オンデマンド
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/ANIMAX01）よりご確認ください。

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第39話

配信中

第39話／パターソン家のベビーシッターを引き受けたケリーだが、勤務初日にとんでもない現象に見舞
われる！パターソン家には、姉のアンジーとまだ赤ん坊の妹リンジーがいるはずだった。しかし、リン
ジーが入っているはずのバスケットには、空っぽのおくるみしか見当たらない。しかも、しばらくみている
と、おくるみの手足が動いている！？

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第40話

配信中
第40話／『10年に1度のどん底の日。しかし、友人と遊ぶと運気が上昇する』という新聞の占い記事を気
にするカトリーは、カフェでジェラルディンを発見！友達のようにタメ口で接するカトリーに対して、ジェラ
ルディンは占いを気にしていることを見抜く。

レイトン ミステリー探偵社 -カトリーのナゾトキファイ
ル- 第41話

配信中

第41話／ある日、ロンドンタイムズで働くピートは、自分が撮影した写真に同じ女性が3枚も写りこんで
いることに気づく。しかも、その女性は絶対に人が立てない場所にいたり、空を飛んでいたりと、これは
明らかに幽霊！？幽霊に呪い殺されるかもしれないと怯えたピートは、この心霊写真のナゾの解明をカ
トリーに依頼する。

ロボットガールズNEO ＃01 配信中

＃01／未来都市・練馬は完膚なきまでに死んでいた！光子力も枯渇し荒廃した地域で、ロボットガール
ズも戦いのその日暮らしを送っていた。色々な意味で仲の良いZちゃんとグレちゃんは、食っていくため
に、今日も元気にマジン狩り。そこに、やたらと口の悪い女の子・グレンダが現れる。マジンガラダに追
われていたらしいが…。

ロボットガールズNEO ＃02 配信中

＃02／グレンダを探して現れたのは、ゲッター学園から来たゲッちゃまイーグルだった。ゲッター学園
は、新エネルギー・ゲッター線のチカラを効率良く身につけるための、究極のお嬢様学園。教育方針は
超スパルタで、落ちこぼれには死あるのみ！ おびえるグレンダを、Zちゃんとグレちゃんは守ろうとす
る。

ロボットガールズNEO ＃03 配信中

＃03／カドの八百屋も今や、闇マーケットを仕切る立派な違法店。おじちゃんのくれるキャベツの切れっ
端が、Zちゃんとグレちゃんの朝ご飯だ。そんな貧乏暮らしに、グレンダはうんざり。と、光子力研究所の
廃墟でサイレンが鳴り始め、大物のマジンが二体同時に現れる。しかも、マジンには自称保護者もいて
…！？

異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術 第01話 魔王演
技

配信中

第01話 魔王演技／MMORPGクロスレヴェリで、坂本拓真は、魔王と呼ばれるほど圧倒的な強さを誇っ
ていた。ある日彼はゲーム内の魔王ディアヴロの姿で異世界へと召喚される。そこには「私こそが召喚
主」と言い張る2人の少女、シェラとレムがいた。彼女達から召喚獣用の奴隷化魔術をかけられるが、固
有能力≪魔術反射≫が発動！

異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術 第02話 最強新
人

配信中

第02話 最強新人／冒険者登録を行うため、ファルトラ冒険者協会を訪れたディアヴロ達。レベル判定
の儀式にて、冒険者協会会長のシルヴィと知り合う。ディアヴロの実力に見合うクエストが見つからない
中、シルヴィから紹介されたのは、人喰いの森のモンスタ ー「マダラスネイク」討伐のクエストだった。早
速ディアヴロ達は森に向かうが…。

異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術 第03話 魔族襲
来

配信中

第03話 魔族襲来／すべての女性と女性の味方の味方、戦士エミールから戦いをふっかけられるディア
ヴロ。和解の後、ウルグ橋砦への簡単なクエスト回収へシェラと向かうが、到着後にエデルガルト率いる
魔族襲来の事態を知る。一方ファルトラ市に残ったレムは、セレスティーヌとの話の途中に、あの男の突
然の訪問を受ける…。

異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術 第04話 迫撃乱
舞

配信中

第04話 迫撃乱舞／グレゴールの突然の襲撃に、レムとセレスティーヌ、そしてエミールでさえも苦戦を
強いられる。一方ウルグ橋砦ではディアヴロとエデルガルトの戦闘が繰り広げられていた。戦意損失を
促すため、彼女の大技”サクリファイスチャージ”を敢えて体に受けるディアヴロ。そこにファルトラ市から
の伝令が届く。エデルガルトの戦いの目的は他にあった…。

異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術 第05話 国家騎
士

配信中

第05話 国家騎士／ファルトラ市に対し、王女シェラの引き渡しを要求してきたグリーンウッド王国。拒否
の場合は開戦となる事態に、ディアヴロはファルトラ市の領主ガルフォードと会い、戦争を未然に防ぐク
エストを受ける。王都から派遣された国家騎士アリシアも合流し、街で装備や道具を調達する一行。し
かし、懸賞金をかけられたシェラに危険が迫る…。

異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術 第06話 奴隷市
場

配信中

第06話 奴隷市場／グリーンウッド王国との問題解決の最中に、セレスティーヌから奴隷市場の話を聞
いたディアヴロ達は、隷従の首輪の解除方法を得るため、ファルトラ市に滞在中の奴隷市場のキャラバ
ンに立ち寄る。ディアヴロやレムの魔力を即座に見抜いた店主のメディオス。彼女からの助言を受けつ
つ、ディアヴロはシェラの魔力の流れを探り始めた…。

異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術 第07話 人心変
転

配信中

第07話 人心変転／キイラ王子訪問後の翌日、回復薬の準備中に、突然別れを告げ、ディアヴロの元を
去るシェラ。彼女を引き止めることができなかったディアヴロは、後悔から宿屋に籠もってしまう。後ろ向
きな彼の姿勢に、動揺するレム。一方グリーンウッド王国への帰路の途中の陣営では、キイラからシェラ
への尋問が始まろうとしていた…。



2019年4月12日現在

【2019年5月】
配信本数：約555本

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル
配信
開始

内容

アニマックス オンデマンド
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/ANIMAX01）よりご確認ください。

異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術 第08話 英雄驀
進

配信中

第08話 英雄驀進／キイラ王子が放ったグリーンウッド王家に伝わる召喚獣フォースヒュドラと戦うディア
ヴロ。彼が知っているクロスレヴェリの世界では見ることがなかったモンスターに戸惑いながらも、これ
を撃破する。シェラの懇願により解放されたキイラだったが、逃げる彼を待っていたものは、突然の出来
事だった…。

異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術 第09話 聖騎士
譚

配信中

第09話 聖騎士譚／ファルトラとグリーンウッド王国の一件の報告のため王都に帰還したアリシアは聖騎
士サドラーと対面する。サドラーは魔王を崇拝する者に容赦をしない人間であり、ファルトラへ調査へ向
かうと言う。一方ディアヴロ達は召喚魔法の練習の最中に水浴びをしていると、エデルガルトが現れた。
戦う意志のない彼女。そして意外な相談が持ちかけられた…。

異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術 第10話 魔王復
活

配信中

第10話 魔王復活／遂に魔王復活の夜がやってきた。シェラやアリシアにも、自身に魔王クレブスクルム
の魂が封印されている旨を打ち明けたレム。彼女と共にディアヴロ達一行は、エデルガルトの待つ星降
りの塔に向かう。魔王の復活のためには、ディアヴロの持つ強い魔力を、魔王の魂に流し込む復活の
儀式を行うのが条件。レムに魔力を注いだものの、魔王は簡単には出現しない。

異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術 第11話 幼女覚
醒

配信中

第11話 幼女覚醒／復活したクルムと共にファルトラ市へ戻ったディアヴロ達一行。セレスティーヌへの
元を訪れた帰り道、突然レムとクルムはディアヴロ達とはぐれてしまう。彼女たちを誘導したのはアリシ
アだった。魔王の覚醒を目的に、遂に本性を現し始めたアリシア。そこに石化から回復した聖騎士サド
ラーが現れた…。

異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術 第12話 真贋対
戦

配信中
第12話 真贋対戦／アリシアの裏切りにより、覚醒してしまった魔王クレブスクルム。憎悪で理性を失っ
たクルムに、一人立ち向かうディアヴロ。レムの元に駆けつけるシェラ。ファルトラにもエデルガルト率い
る魔族の軍勢が迫る中、最後の戦いが幕を開ける--。

機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ（第26話-）
第26話 新しい血

配信中
第26話 新しい血／三日月が所属する鉄華団はクーデリアから、ハーフメタル採掘場視察の警護を依頼
される。鉄華団の警備の下、視察の日程は無事に終了しようとしていた。しかし突如現れた宇宙海賊に
よって、鉄華団は強襲を受けてしまう。

機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ（第26話-）
第27話 嫉心の渦中で

配信中
第27話 嫉心の渦中で／犠牲者は出たものの、無事、宇宙海賊「夜明けの地平線団」を退けることに成
功した鉄華団。しかし撃退したのは巨大な宇宙海賊の一部隊だったということが判明。オルガは更なる
襲撃に対し迎え撃つことを決意する。

機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ（第26話-）
第28話 夜明け前の戦い

配信中
第28話 夜明け前の戦い／可能な限りの戦力を投入し、夜明けの地平線団団長サンドバル・ロイターの
捕獲に向かう鉄華団。戦力差に苦戦する中、ギャラルホルン月外縁統合艦隊アリアンロッドも参戦。鉄
華団、アリアンロッド艦隊、夜明けの地平線団の三つ巴の混戦になってしまう。

機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ（第26話-）
第29話 出世の引き金

配信中
第29話 出世の引き金／夜明けの地平線団による襲撃の落とし前を付けるため、三日月とオルガは思
想家団体テラ・リベリオニスのアリウムの元を訪れる。一方、ギャラルホルン火星本部にはマクギリスが
到着。鉄華団にある誘いを持ちかける。

機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ（第26話-）
第30話

配信中
第30話／アーブラウの軍事顧問となった鉄華団地球支部は、アーブラウ防衛軍結成式典の準備で慌た
だしくなっていた。蒔苗の依頼で、式典会場の警備を担当する鉄華団。しかし、会場からは爆音とともに
黒煙が昇る。

機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ（第26話-）
第31話 無音の戦争

配信中
第31話 無音の戦争／アーブラウとSAUによる経済圏同士の紛争は、両軍がにらみ合うバルフォー平原
で開戦。ガラン・モッサの指揮の元、鉄華団も戦闘に加わるが、連日続く消耗戦に疲弊していく。

機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ（第26話-）
第32話 友よ

配信中
第32話 友よ／SAUからの調停要請を引き受けたギャラルホルン。長引く戦況を打開するためマクギリス
は自らモビルスーツで戦場へ出撃する。アーブラウ側の戦力を削るマクギリスのもとに、ガラン率いる一
隊が急襲する。

機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ（第26話-）
第33話 火星の王

配信中
第33話 火星の王／SAUとアーブラウ、両経済圏が和平調停を受け入れたことで戦いは終わる。鉄華団
は犠牲となった団員を偲びつつ地球からの撤退を決定する。



2019年4月12日現在

【2019年5月】
配信本数：約555本

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル
配信
開始

内容

アニマックス オンデマンド
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/ANIMAX01）よりご確認ください。

機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ（第26話-）
第34話 ヴィダール立つ

配信中
第34話 ヴィダール立つ／地球での一件を経て鉄華団とマクギリスとのつながりはより強固なものとな
る。一方、アリアンロッド艦隊で調整中だったガンダム・ヴィダールが、遂にロールアウトする。

機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ（第26話-）
第35話 目覚めし厄祭

配信中
第35話 目覚めし厄祭／鉄華団が管理する採掘場から発見された、巨大な物体。物体の正体について
オルガから連絡を受けたマクギリスは火星を秘密裏に訪問することを決断する。

機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ（第26話-）
第36話 穢れた翼

配信中
第36話 穢れた翼／目覚めたモビルアーマーは大量のサブユニットを引き連れ、人口密集地に向け侵
攻を開始。鉄華団は侵攻を食い止めようとするが、その圧倒的な力と数に翻弄される。

機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ（第26話-）
第37話 クリュセ防衛戦

配信中
第37話 クリュセ防衛戦／数で不利な鉄華団は、マクギリスに協力を仰ぎ、モビルアーマー掃討作戦を
実行に移す。そんな中、モビルアーマーに対峙したバルバトスに異変が起こる。

機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ（第26話-）
第38話 天使を狩る者

配信中
第38話 天使を狩る者／絞り出すようにバルバトスの力を引き出す三日月。モビルアーマーとの戦闘
が、激しさを増していく。

機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ（第26話-）
第39話 助言

配信中
第39話 助言／タービンズから出向していたラフタらが、鉄華団を離れることに。一方テイワズでは、組
織のNO2、ジャスレイ・ドノミコルスが新たな動きを画策していた。

機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ（第26話-）
第40話

配信中
第40話／危機に陥ったタービンズへの救援を止められた鉄華団。名瀬の思いを受け止め自制するオル
ガだったが…。

機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ（第26話-）
第41話

配信中 第41話／歳星にて葬儀がつつましく執り行われる。ただジャスレイはさらなる手を打とうとしていた。

機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ（第26話-）
第42話 落とし前

配信中
第42話 落とし前／バルバトスの改修も終わり戦力を整えた鉄華団。意を決してジャスレイとの直接対決
に向かう。

機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ（第26話-）
第43話 たどりついた真意

配信中
第43話 たどりついた真意／ギャラルホルン地球本部が青年将校たちのクーデターにより制圧される。
その最中、本部地下施設へと向かうマクギリスの姿があった。

機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ（第26話-）
第44話 魂を手にした男

配信中
第44話 魂を手にした男／クーデターに対しラスタル・エリオン率いるアリアンロッド艦隊は全隊を集結さ
せようとしていた。

機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ（第26話-）
第45話 これが最後なら

配信中 第45話 これが最後なら／紆余曲折の末、鉄華団もアリアンロッド艦隊との戦いに臨むこととなるが…。

機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ（第26話-）
第46話 誰が為

配信中
第46話 誰が為／鉄華団は起死回生の一撃と共に戦場からの離脱を図る。一方マクギリスとガエリオの
戦いも熾烈を極めていた。
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【2019年5月】
配信本数：約555本

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル
配信
開始

内容

アニマックス オンデマンド
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/ANIMAX01）よりご確認ください。

機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ（第26話-）
第47話 生け贄

配信中 第47話 生け贄／鉄華団は火星本部へと帰還し仕切り直しを図る。しかし情勢は一変していた。

機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ（第26話-）
第48話 約束

配信中
第48話 約束／苦境に立たされた鉄華団。そして火星本部周辺にはギャラルホルンの大部隊が展開し
始める。

機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ（第26話-）
第49話

配信中 第49話／ギャラルホルンによる鉄華団掃討作戦。その開始の時が刻々と迫っていた…。

機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ（第26話-）
第50話 彼等の居場所

配信中
第50話 彼等の居場所／ギャラルホルンは鉄華団掃討作戦を開始する。立ち向かう、鉄華団の未来は-
-。

銀牙伝説WEED（ウィード） ＃01 その名はウィード 配信中
＃01 その名はウィード／幼き熊犬に課せられた宿命、それはまだ見ぬ父が犬達の楽園を築いた伝説
の男、奥羽の総大将・銀であるという事実であった。はるか遠き奥羽を目指し、ウィードは旅立つ。それ
は新たなる銀牙伝説の始まりでもあった！

銀牙伝説WEED（ウィード） ＃02 大将の器 配信中
＃02 大将の器／母・桜の死を乗り越え、仲間となったGB・スミスと共に父のいる奥羽を目指すウィード。
その道中、人間に追われている少年犬・メルを助ける。しかし、そのメルに関わることを止めるものがい
た。メルのボス・ブルーのかつての手下であり兄を惨殺されたフックであった。

銀牙伝説WEED（ウィード） ＃03 二子峠の真実 配信中
＃03 二子峠の真実／メルを仲間に加えた一行はようやく奥羽にさしかかろうとしていた。まだ見ぬ父と
奥羽への思いに心はやるウィードはスミスらと別れ、二子峠への旅路を一人急ぐのであった。しかし、よ
うやく到着した二子峠でウィードを待ち受けていたものはあまりにも残酷な真実であった。

銀牙伝説WEED（ウィード） ＃04 受け継がれし魂 配信中

＃04 受け継がれし魂／楽園崩壊の真実を受け止めるまもなく、ウィードに忍び寄る新たな影。その正体
はジェロム率いる冷徹な5人の殺し屋であった。己の命をかけ怪物P4を倒すのが使命だと語る男達。そ
して、その後を追うウィード達を試すかのように、かつて奥羽の戦士達が飛び越えたという断崖絶壁が
立ちふさがる。

銀牙伝説WEED（ウィード） ＃05 放たれた決意 配信中
＃05 放たれた決意／怪物P4との壮絶な戦いは続いた。その中で、自らの命と引き換えにP4と共に散っ
ていった奥羽の決死隊長スミス。しかし、そのあまりの死に様に涙する男達の背後で、牙城が不気味な
地響きをあげるのであった。そして、殺し屋達の凄まじき作戦が遂行されるのであった。

銀牙伝説WEED（ウィード） ＃06 迫りくる野望 配信中
＃06 迫りくる野望／楽園であるべき二子峠を取り戻すため、己の命を燃やしP4を追い詰めるウィード、
剣、影虎。P4との戦いを終わらせるため、P4もろとも谷川へと落ちていくのであった。その死闘の先にあ
るもの。ついに打たれる終止符。その結末とは。

銀牙伝説WEED（ウィード） ＃07 新たなる鳴動 配信中
＃07 新たなる鳴動／探し求めていた父・銀が、南アルプスのボス・法玄の卑劣な手段により捕らえられ
たことを知ったウィード。二子峠を後にし、銀救出に向かうことを決意する。しかし、疑うことを知らない
ウィードに怪しい影が忍び寄っていた。

銀牙伝説WEED（ウィード） ＃08 絆の向こう 配信中
＃08 絆の向こう／奥羽軍に偽りの仲間として潜入し、ウィードを狙ったロケット。ウィードを連れ去り、手
にかけようとしたその時、一人の男が立ちはだかった。それは己の命すら顧みず、ウィードを守ろうとす
るジェロムであった。

銀牙伝説WEED（ウィード） ＃09 砕けえぬ誓い 配信中

＃09 砕けえぬ誓い／さらなる仲間を求めて南アルプスを越えようとするウィード達。その頃、ジョンは奥
羽の仲間達に銀の危機を知らせるべく、ヒロ・麗華と共に法玄の元から脱出していた。しかし、法玄相手
に命を落とすことは絶対にしないとヒロに誓ってみせたジョンに、法玄の執拗な追跡が迫っていたので
あった。
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※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル
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アニマックス オンデマンド
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/ANIMAX01）よりご確認ください。

銀牙伝説WEED（ウィード） ＃10 二つの正義 配信中
＃10 二つの正義／強大な法玄を倒し、捕らわれの父を救うため、西の雄・狂四郎を仲間に引き入れよ
うと滋賀に向かうウィード達。そして、ウィード達の前に現れる、奥羽軍とはかけ離れた正義を唱える男。
それこそが探し求めていた狂四郎であった。

銀牙伝説WEED（ウィード） ＃11 ウィード覚醒 配信中
＃11 ウィード覚醒／狂四郎の説得を試みるウィードであったが、その甲斐なく一騎打ちへと突入してし
まう。そして現れる法玄より送り込まれた殺し屋レクター・サンダー。姑息な殺し屋たちに向けられた
ウィードの怒りは自らの熊犬の本能を目覚めさせるのだった。

銀牙伝説WEED（ウィード） ＃12 漢の約束 配信中
＃12 漢の約束／殺し屋レクター・サンダーとの死闘の末、狂四郎を仲間に加えたウィード。新たなる力
を得た奥羽軍であったが、時同じくして法玄の弟・玄婆が二子峠に向けて進軍しており、牙城は大いな
る危機を迎えていた。

銀牙伝説WEED（ウィード） ＃13 永遠の誇り 配信中
＃13 永遠の誇り／黒虎達を脱出させわずか4人で牙城に残った甲斐四兄弟は、牙城の危機を陸奥に
いる仲間に知らせるため、圧倒的な数の玄婆軍に対し中央突破を試みる。決して引くことのない闘い…
それはまた激しき甲斐犬の性ゆえであった…。

銀牙伝説WEED（ウィード） ＃14 蠢く凶刃 配信中
＃14 蠢く凶刃／新たな仲間を求め紀州に辿り着いたウィード達は、突如野犬狩りの銃弾に襲われる。
それは備後の凶犬カマキリの卑劣な罠であった。絶体絶命の窮地に陥るウィードを救ったのは、己の命
も顧みず友を救おうとする一人の漢…ジェロムであった。

銀牙伝説WEED（ウィード） ＃15 絶 天狼抜刀牙 配信中

＃15 絶 天狼抜刀牙／銃弾を受け、断崖に転落してしまったジェロムを探すうち、渓谷の温泉へと辿り
着いたウィード達。そこで待ち受けていたものは温泉で傷を癒すジェロムと、甲賀の忍犬・哲心であっ
た。南アルプスへと赴いていた哲心からウィードにもたらされたもの…それは不変の志を持って正義を
貫けという父よりの熱き言葉と必殺技「絶 天狼抜刀牙」であった！

銀牙伝説WEED（ウィード） ＃16 決別 配信中

＃16 決別／湯治により心身共に癒えた奥羽軍は哲心を仲間に加え、南アルプスへの進軍を始めた。
法玄のアジト近くまで来たその時、ウィード達を見つめる二つの影が。それは、ウィード・狂四郎暗殺に
失敗した殺し屋レクターとサンダーであった。再びウィードたちの首を狙う殺し屋。その処遇を巡って、奥
羽軍の絆に亀裂が走る。

銀牙伝説WEED（ウィード） ＃17 雪上の死闘 配信中
＃17 雪上の死闘／メルより決戦の場は奥羽になると報らされるウィード達。しかし奥羽に到着した
ウィードたちを待ち受けていたものは玄婆・闘兵衛率いる侵略軍であった。兄弟の仇に燃える時雨や陸
奥の六兄弟やカマキリ軍も加わり、二子峠で決戦が始まる！！

銀牙伝説WEED（ウィード） ＃18 友への叫び 配信中

＃18 友への叫び／法玄の弟・玄婆が倒れた。だが、玄婆亡き後の法玄軍No.2を狙うカマキリがウィード
の首を獲りその地位を固めようと奥羽軍を探し続けていた。ロケットと共に囮になり、カマキリ軍の目を
逸らそうと走り出すウィードは3倍もの数のカマキリ軍を戦わずして追い払う、一か八かの賭けに出るの
だった。

銀牙伝説WEED（ウィード） ＃19 愚か者の意地 配信中

＃19 愚か者の意地／奥羽軍に命を救われた法玄軍幹部・鬼の闘兵衛。だが、敵であろうと怪我をした
ものを助けるという奥羽軍の在り方を受け入れようとはしなかった。GBはそんな闘兵衛のために食料調
達をするうち、法玄軍に遭遇してしまう。咄嗟に自らを法玄軍と偽ったGBは、ついに牙城へと足を踏み
入れるのであった。

銀牙伝説WEED（ウィード） ＃20 奥羽決死隊 配信中
＃20 奥羽決死隊／法玄軍が牙城を出陣したとの情報を得て、法玄襲撃を決意するウィード。少数精鋭
の部隊によるそれは、父・銀から受け継いだウィードの必殺技「絶 天狼抜刀牙」に賭けた奇襲であっ
た。そしてとうとう、ウィードは法玄と相見える！

銀牙伝説WEED（ウィード） ＃21 牙城潜入 配信中

＃21 牙城潜入／奥羽軍を離れ、法玄軍に寝返った狂四郎。奥羽軍に命を救われたが、再び法玄の元
へ戻った闘兵衛。だがしかし、これは二人の漢の偽りの姿であり、真意は総大将・銀奪還にあった。敵
中でその機会を窺う狂四郎と闘兵衛。そして、ウィードも赤目を伴い、ついに自ら父を救うため敵陣と
なった牙城へ決死の潜入を試みるのであった。

銀牙伝説WEED（ウィード） ＃22 父と子と 配信中

＃22 父と子と／法玄に捕らえられていた総大将・銀が狂四郎と共に牙城からの脱出に成功した。だが、
脱出を許したカマキリは血眼になって総大将を探していた。総大将を救うため、カマキリ軍と対峙する奥
羽軍。カマキリ軍に包囲されたその時、ヒロがカマキリに襲い掛かる。ヒロにとってカマキリはかつて愛
する父を殺された因縁の相手であった。
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タイトル
配信
開始

内容

アニマックス オンデマンド
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/ANIMAX01）よりご確認ください。

銀牙伝説WEED（ウィード） ＃23 開戦 二子峠 配信中

＃23 開戦 二子峠／総大将・銀を奪還した奥羽軍に恐れるものは何もなく、ついに牙城を、犬達の楽園
を取り戻すための最終決戦が始まる。ウィードは、哲心、剣・影虎、そして狂四郎を部隊長として指名
し、自らはロケット・赤目を伴い、法玄の首を獲るため牙城へと潜入する。先陣を切るのは狂四郎。法玄
軍幹部・夜叉森のブルゲとの一騎打ちに臨む！

銀牙伝説WEED（ウィード） ＃24 炎雪の決戦 配信中

＃24 炎雪の決戦／狂四郎と夜叉森のブルゲとの対決に続き、次々と切って落とされる法玄軍部隊との
闘いの火蓋。風神のカイトに対する哲心。剣・影虎は心眼の抜人との決戦に挑む。一方、ウィードはロ
ケットと共に法玄を追っていた。奥羽の山々に降りしきる雪と、燃え上がる炎。その狭間で続くそれぞれ
の戦いの行方や如何に！

銀牙伝説WEED（ウィード） ＃25 激流 配信中

＃25 激流／法玄軍の幹部達が倒れ、戦いの勢いは奥羽軍にある中、姑息にも一人戦地から脱出を計
る法玄。そんな法玄の前に一人の漢が立ちはだかった。それは道は違えど常にウィードのために行動し
ていたジェロムであった。ついに自ら法玄に挑むジェロム。しかし、その時戒めとして足に残しておいた
銃弾がジェロムの動きを奪う！？

銀牙伝説WEED（ウィード） ＃26 真・銀牙伝説 配信中

＃26 真・銀牙伝説／ジェロムは自らの命を犠牲にウィードを救い、激流の中へと消えた。法玄の凄まじ
き執念によってのみ続けられるこの無益な戦い。それを一刻も早く終らせるため、ウィードは誰にも手を
だすことを許さず法玄との最終決戦へと臨む。幾千の漢達の熱き魂を背にウィードは己の全てをかけ
「絶 天狼抜刀牙」を放つ！！

聖闘士星矢 セインティア翔 第01話 『宿命の姉妹！
翔子と響子』

配信中

第01話 『宿命の姉妹！翔子と響子』／翔子は流星学園中等部に通う中学生。仲良しだった姉・響子
は、5年前に海外留学してから一切の連絡を絶っていた。そんなある日、得体のしれない何者かが突然
翔子を襲う。襲ってきたのは、かつて女神アテナが封じ込めた邪神エリスの手下・邪精霊（ドリアード）た
ちだった。翔子、そして銀河戦争を目前に控えた城戸沙織が出会った時…。

聖闘士星矢 セインティア翔 第02話 『それぞれの決
意！女神と聖闘少女』

配信中

第02話 『それぞれの決意！女神と聖闘少女』／「邪神の器」である自分の身代わりに、響子が邪精霊
に連れ去られたことにショックを隠せない翔子。アテナの侍女で身辺を警護する「女子」のまま聖闘士と
なることを許された「特別な存在」を知った翔子は、自身が強くなり姉を救いたいという思いから、その
「聖闘少女」になることを決意。

聖闘士星矢 セインティア翔 第03話 『闇に咲く！エリ
スの邪精霊たち』

配信中

第03話 『闇に咲く！エリスの邪精霊たち』／邪神エリスの配下である邪精霊、マリス（悪意）のエモニ、
マーダー（殺戮）のフォノスが、アテナの首を取りエリスに捧げようと沙織を急襲。「出来損ないの神様」と
沙織を罵倒するエモニに、美衣は立ち向かう。マユラとの修行で燃え上がる翔子の小宇宙。聖衣箱の
異変からアテナの危機を察知した翔子は…。

聖闘士星矢 セインティア翔 第04話 『哀しみの再
会！隔たれた姉妹の絆』

配信中

第04話 『哀しみの再会！隔たれた姉妹の絆』／逃げ去るフォノスを追い、エリスの神殿に乗り込むこと
に成功した翔子。姉・響子を救うため神殿を捜索するなか、アテに衝撃の事実を告げられる。愕然とした
翔子の隙きをつき激しい攻撃が降りかかったその時、黄金の閃光が翔子を包みこむー！ 翔子に加勢
する為、エリス神殿へと向かった美衣、そして沙織も合流するが…。

聖闘士星矢 セインティア翔 第05話 『翔べ！ペガサ
スのように』

配信中

第05話 『翔べ！ペガサスのように』／エリス神殿での闘いで、響子の小宇宙は消えた。邪神を討つため
に彼女を救えなかった自身の存在意義に心揺れる沙織。しかし城戸光政の遺志を継ぎ、「銀河戦争」は
無情にも始まってしまう。一方、闘いで負傷した翔子は沙織から別れを告げられ納得が行かず落ち込む
中、姉にもらったペガサスのペンダントを落としてしまう。

聖闘士星矢 セインティア翔 第06話 『せめぎ合う
魂！沙織vs.教皇』

配信中

第06話 『せめぎ合う魂！沙織vs.教皇』／教皇への忠誠を誓う冠座のカティアらに聖域への反逆を疑わ
れ、襲われた沙織たち。翔子は、新たな聖闘少女・こぐま座のシャオリンらと共に闘うが苦戦。駆け付け
たマユラらに危機から救われた。しかしその最中、沙織はアフロディーテの手により、聖域の教皇のもと
へと連れ去られてしまう。アテナを前に教皇は…。

聖闘士星矢 セインティア翔 第07話 『十二宮の死
闘！恐るべき邪霊の幻惑』

配信中

第07話 『十二宮の死闘！恐るべき邪霊の幻惑』／黄金の矢が沙織を襲うー 時を同じくして、蠢き活性
化する邪霊たち。邪神の器であった翔子は邪気に引きずられるように、意識を失ってしまう。邪霊の沈
下に励むマユラと聖闘少女たち、そして星矢たち青銅聖闘士は、アテナを救うため聖域に向かう。今、
十二宮の死闘が始まった--。

聖闘士星矢 セインティア翔 第08話 配信中

第08話／十二宮の死闘の末、聖域の聖闘士たちの忠誠を得たアテナ・沙織。一方、封印されたと思わ
れた邪神エリスは依り代・響子と融合し、桁違いの力をつけていた。翔子を守る為立ち向かった沙織
は、林檎の呪いを受けてしまう。人々の心を憎しみで満たす争いの種・「イヴィル・シード」を撒き散らす
邪神の阻止とアテナ救出の為、聖闘少女たちと共に、黄金聖闘士は…。

聖闘士星矢 セインティア翔 第09話 『争いの渦！ 黄
金の林檎とオリオンの献身』

配信中

第09話 『争いの渦！黄金の林檎とオリオンの献身』／邪神と融合した姉を討てるのか--？ムウの問い
かけで、架せられた運命に葛藤する翔子。そんな翔子の前に立ちはだかったのは、元白銀聖闘士の邪
霊士、オリオン座のリゲルだった。聖闘士時代から響子に寄り添うリゲルの哀しい瞳から、本当の思い
を感じ取った翔子は--？
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タイトル
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開始

内容

アニマックス オンデマンド
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/ANIMAX01）よりご確認ください。

聖闘士星矢 セインティア翔 第10話 『輝け少女たち
よ！ 気高き祈りの果てに』

配信中

第10話 『輝け少女たちよ！気高き祈りの果てに』／ついに対峙した翔子と邪神エリス。沙織の小宇宙が
弱まる中、翔子、美衣、シャオリン、カティア、エルダたち聖闘少女は、心をひとつに邪神への闘いに挑
む。神殿を聖域に激突させようとするエリスの思惑を察知した黄金聖闘士たちは、聖域を守り続けてい
た。

戦場のヴァルキュリア3 誰がための銃瘡 後篇 配信中
後篇／立ちはだかる脅威を前に命を賭して挑む名もなき戦士たち、孤立無援の友軍を救うため無謀な
る作戦がいま実行される！！

戦場のヴァルキュリア3 誰がための銃瘡 前篇 配信中

前篇／犯罪者や軍規違反者などで構成される懲罰部隊「名無しの舞台（ネームレス）」。1935年8月、彼
らは造反の疑いを掛けられ、帝国軍のみならず味方であったガリア軍にも追われていた。補給を受けら
れず糧食にも事欠く中、村が帝国軍に占拠され、からくも逃げ出した少女と出会う。銃に込める弾も残り
僅かな状態で、彼らが下した決断とは！？

姫ちゃんのリボン 第01話 魔法使いになっちゃった 配信中
第01話 魔法使いになっちゃった／魔法の国の女王エリカは、自分以外に変身できる「魔法のリボン」
を、人間界に住むおてんばな野々原姫子に試してもらうことにした。

姫ちゃんのリボン 第02話 ショック！先輩の告白 配信中
第02話 ショック！先輩の告白／演劇部の支倉先輩に好意を寄せる姫子。合格祈願のお守りを、愛子お
姉ちゃんに変身して渡そうとするのだが、先輩が好きだったのは…。

姫ちゃんのリボン 第03話 あこがれの先輩に変身 配信中
第03話 あこがれの先輩に変身／支倉先輩は、お姉ちゃんに変身した姫子に告白。そのことを知らない
愛子。二人に責任を感じた姫子はある計画を思いつくのだった。

姫ちゃんのリボン 第04話 姫ちゃん校長になる！ 配信中
第04話 姫ちゃん校長になる！／支倉先輩に変身して愛子お姉ちゃんに告白した姫子。一方、思わぬケ
ガで主役ができなくなった支倉先輩のため、姫子は校長に変身。

姫ちゃんのリボン 第05話 ぶっとび少女ひかる登場 配信中
第05話 ぶっとび少女ひかる登場／魔法のリボンを破いてしまい、ポコ太と話せなくなって落ち込む姫
子。「小林大地ファンクラブ会長」を名乗る日比野ひかるが登場。

姫ちゃんのリボン 第06話 バッタリ！大地と大地 配信中
第06話 バッタリ！大地と大地／ひかるの誤解を解くため大地に変身した姫子は、元に戻れなくなった。
空腹のまま町をさまよう姫子は本物の大地と出会ってしまう。

姫ちゃんのリボン 第07話 秘密がバレちゃう？！ 配信中
第07話 秘密がバレちゃう？！／姫子は風邪で寝込んでしまった。お見舞いにやって来た大地は変身に
気付いている！？秘密を守るため、姫子とポコ太は新作戦を展開。

姫ちゃんのリボン 第08話 誘拐犯になぁーれ！ 配信中
第08話 誘拐犯になぁーれ！／大地の弟、森太郎が誘拐された。犯人を追いつめたが、人質の身が危う
くて救出できない。姫子は大地の前で森太郎に変身し…。

姫ちゃんのリボン 第09話 ピンチ！記憶が消される 配信中
第09話 ピンチ！記憶が消される／大地の前で魔法を見せた姫子。魔法の王国の掟に従えば、記憶が
消されてしまう！全てを打ち明けたら大地は秘密厳守を約束した。

姫ちゃんのリボン 第10話 肉まんよりも君が好き！ 配信中
第10話 肉まんよりも君が好き！／姫子のクラスに美少年、有坂が転校してきて、女の子の人気を集め
まくった。そんな彼が肉まんをパクつく姫子に近づき、好意を告白！
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内容

アニマックス オンデマンド
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/ANIMAX01）よりご確認ください。

姫ちゃんのリボン 第11話 リボンがあぶない！ 配信中
第11話 リボンがあぶない！／有坂が転校してきて以来、おかしなことが連発。大地は彼を疑うが、有坂
からの告白に舞い上がる姫子は大地とケンカになってしまう。

姫ちゃんのリボン 第12話 好きだっていったのに 配信中
第12話 好きだっていったのに／有坂への疑惑を持ち始めた姫子は、夢子に変身して尾行する。だが変
身は簡単に見破られてしまう。まさか有坂も魔法の国の住人？

姫ちゃんのリボン 第13話 SMAPがやって来た 配信中
第13話 SMAPがやって来た／クリスマス演芸大会に出演予定の演劇部、支倉先輩が引退して部員が
激滅。姫子はSMAPに変身し、舞台を盛り上げようとするが…。

姫ちゃんのリボン 第14話 ぶっとびひかるの名推理 配信中
第14話 ぶっとびひかるの名推理／SMAPの草なぎ君に変身した姫子は、ひかるに追い回され、写真週
刊誌にツーショットを撮られてしまう。これは大スクープだ！

姫ちゃんのリボン 第15話 ポコ太雪山からSOS 配信中
第15話 ポコ太雪山からSOS／2泊3日の雪山スキー学級で、姫子たちは大はしゃぎ。しかし、連れてき
たポコ太が話しているところをひかるに見られてしまう。

姫ちゃんのリボン 第16話 ひかるは何でもお見通し 配信中
第16話 ひかるは何でもお見通し／大地は姫子に授業の代返を頼んで旅に出た。仕方なく大地に変身
するシーンをひかるが目撃！ひかるは姫子が妖怪なのではと疑う。

姫ちゃんのリボン 第17話 エッ！変身がもどらない 配信中
第17話 エッ！変身がもどらない／姫子の秘密を暴きたいひかるは、週刊誌カメラマンと二人で姫子を
罠へと誘い込んだ。姫子がひかるに変身した瞬間、シャッターが…。

姫ちゃんのリボン 第18話 君には笑顔がにあってる 配信中
第18話 君には笑顔がにあってる／姫子のピンチは、エリカが時間を止めてくれたおかげで切り抜けら
れた。だけど、リボンが壊れて変身がとけなくなってしまう。

姫ちゃんのリボン 第19話 チョコレートがいっぱい 配信中
第19話 チョコレートがいっぱい／女の子の勝負日、バレンタインデー！たまたま大地に変身した時、
チョコを山ほど受け取ってしまう姫子。自分のチョコの行方は？

姫ちゃんのリボン 第20話 アイドルはたいへんだぁ 配信中
第20話 アイドルはたいへんだぁ／姫子の父が超アイドル「星野まゆり」映画の監督になった。撮影現場
では、スタッフたちが星野まゆりのわがままに困りきっていた。

姫ちゃんのリボン 第21話 夢に向って走れ！ 配信中
第21話 夢に向って走れ！／競走馬ドリーム号の調教師、さゆりと大地は知り合いだった。さゆりが怪我
をしたため、姫子がさゆりに変身して調教に挑んだが…。

姫ちゃんのリボン 第22話 GOGO おばあちゃん 配信中
第22話 GOGO おばあちゃん／祖父が参加するゲートボール大会を手伝う大地。姫子はおばあさんに
こっそり変身して、大地や老人たちとゲートボールを楽しんだ。

姫ちゃんのリボン 第23話 初恋にさようなら 配信中
第23話 初恋にさようなら／愛子は姫子の部屋で「支倉先輩ノート」を発見してしまう。先輩の前から身を
引こうとする愛子を引き止めるため、姫子は変身して…。
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配信本数：約555本

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル
配信
開始

内容

アニマックス オンデマンド
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/ANIMAX01）よりご確認ください。

姫ちゃんのリボン 第24話 魔法の国へようこそ 配信中
第24話 魔法の国へようこそ／エリカの誕生パーティーに招待され、はじめて魔法の国を訪れた姫子と
ポコ太は猫のピンクちゃんに一目惚れしてしまう。

姫ちゃんのリボン 第25話 それゆけボクの無敵パパ 配信中
第25話 それゆけボクの無敵パパ／分身できるという「魔法のパレット」。試してみると、姫子に見た目は
そっくりなのに、とてもおとなしい分身が現れた。

姫ちゃんのリボン 第26話 気になる彼女は転校生 配信中
第26話 気になる彼女は転校生／新学期を迎えて姫子は中学2年生に。クラスには大地、ひかる、有坂
がせいぞろい。大地の幼なじみという聖結花も転校してきた。

姫ちゃんのリボン 第27話 大地の初恋物語！？ 配信中
第27話 大地の初恋物語！？／新入生歓迎会でピーターパンを演じることになった姫子。結花は大地に
キスを迫るなど、好意をアピール。演劇部にも入部してきた。

姫ちゃんのリボン 第28話 仁義なき姫ちゃん！ 配信中
第28話 仁義なき姫ちゃん！／姫子は人気者のアイドル結花にコンプレックスを感じてしまう。そんな結
花もクラスで孤立したり、ヤクザにさらわれたりと…。

姫ちゃんのリボン 第29話 心をつなぐ遠い約束 配信中
第29話 心をつなぐ遠い約束／姫子と仲直りしたのに、再び転校することになった結花。彼女の誕生日
をおぼえていた大地は、二人の周りの約束も思い出せるか？

姫ちゃんのリボン 第30話 ポコ太！愛のために走れ 配信中
第30話 ポコ太！愛のために走れ／カミルが作った魔法の薬がピンクちゃんに誤ってかかってしまい、眠
りこけてしまう。目覚めさせる唯一の方法は愛のこもったキス！

姫ちゃんのリボン 第31話 母の日にクッキーを 配信中
第31話 母の日にクッキーを／母の日に、姫子は心のこもった手作りクッキーをプレゼントしたかった。だ
けど、クッキーを焼くには不器用すぎるという現実が…。

姫ちゃんのリボン 第32話 ひかる！大地と衝撃キス 配信中
第32話 ひかる！大地と衝撃キス／「風立の母」ひかるのトランプ占いが大盛況。一週間以内に大地と
彼女がキスをする？占いの行方が気になってたまらない姫子だった。


