2010 年 9 月 24 日
2010 年 9 月 28 日（一部追訂 P.2）

プレスリリース
関係各位

２０１０ 秋の番組改編について
東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（ＴＯＫＹＯ ＭＸ）は、以下アニメ、バラエティの
新番組を中心に、2010 年春の番組改編を行ないますのでお知らせいたします。
また、レギュラーの生ワイド（月―金ベルト）番組では、データ放送のオーバーレイ表示を
スタートします。

主要ベルト番組でのデータ放送オーバーレイ表示開始

10 月 4 日スタート

ＴＯＫＹＯ ＭＸでは、これまでに都議選特番や参院選特番でデータ放送をオーバーレイ型で表示す
ることで、得票数などの情報を放送してきました。このノウハウを活かし、２０１０年下期編成より
主要ベルト番組で、データ放送のオーバーレイ表示を開始します。
表示する番組は「Ｕ・ＬＡ・ＬＡ＠７」、「５時に夢中！」「ザ・ゴールデンアワー」及び 11 時台の
料理番組４ベルト番組（いずれも月―金）。エリアに合わせた天気、交通、株価、出演者情報など、
番組毎に複数の情報を露出します。ＣＭ放送時には自動的に消え、番組が始まると再びデータ放送が
露出するポップアップ型を採用します。

※データ放送イメージ画面
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新番組情報① 情報・バラエティ番組

■ 『ｃulture：ｊapan』

土曜日 ２２：３０～２３：００

2 日スタート

世界に拡がる！日本ポップカルチャー！

＜出演＞ ダニー・チュー 他
世界で静かに拡大している日本の文化影響力。番組では、
外国人の視点から日本のポップカルチャーを独自取材!海外
にいる日本のポップカルチャーに魅了されたオタクの紹介や、
漫画やアニメの舞台になることで、今や海外のオタクにとって
興味の的となっている、日本の日常生活や伝統文化の現場
などをリポートしていきます！月間ユニークビューアー数２００
万人のコアファンを持つサイト dannychoo.com その運営者にし
て、日本のポップカルチャーを海外へ情報配信する世界的カリ
スマ、ダニー・チュー。イギリス人ダニーが自らの視点で海外ユ
ーザーが求める日本のポップカルチャーをお届けします。

■ 『スイーツドリーマー』

水曜日 ２０：３０～２１：００
※初回のみ 19：30 ~ 20：00

６日スタート

＜出演＞ 川村信子、川村幸治、梅田淳ほか
ご家庭の主婦やサラリーマンなど素人パティシエがオリジナルスイーツでプロに挑戦！ 味、見た目、情熱など、
本物のパティシエや一流料理人たちの厳しい審査を経て、見事彼らの舌を唸らすことが出来ればなんと賞金
３０万円を進呈！ さらに優秀な作品は商品化の道も！！ 関西で大人気の洋菓子店“マダムシンコ”がお贈りす
る、笑顔とハート溢れる夢のスイーツ番組にどうぞご期待下さい！！
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新番組情報② アニメ
10 月からは、新アニメ一挙 14 番組が放送スタートします。
詳しくは、ＴＯＫＹＯ ＭＸ「アニメポータル」
（www.mxtv.co.jp/anime_portal/）に続々アップ中。

① 薄桜鬼 碧血録

②百花繚乱サムライガール ③もっと ToLOVE る

④そらのおとしものｆ（フォルテ）

ズ

© IF・DF／「薄桜鬼 碧血録」
製作委員会

⑤えむえむっ！

©2010 すずきあきら・NiΘ・ホビ
ージャパン/百花繚乱パートナー
ズ

© 矢吹健太郎・長谷見沙貴/集英
社・もっととらぶる製作委員会

⑥ミルキィホームズ

⑦ヨスガノソラ

©2010 水無月すう/角川書店/新
大陸発見部フォルテ

⑧とある魔術の禁書目録Ⅱ

©鎌池和馬/アスキー・メディア
ワークス/PROJECT-INDEXⅡ
©2010 松野秋鳴・メディアファク
トリー/えむえむっ！製作委員会

⑨スーパーロボット大戦ＯＧ

©SRWOG

PROJECT

©bushiroad/Project MILKEY

⑩Ａｎｇｅｌ Ｂｅａｔ！

©VisualArt’s/Key/Angel
Beats!Project

HOLMES

©Sphere/奥木染町内会

⑪俺の妹がこんなに
可愛いわけがない

©伏見つかさ/アスキー・メディ
アワークス/OIP

⑫閃光のナイトレイド

©A-1 Picture/閃光のナイトレイ
ド製作委員会

上記のほかに「灼眼のシャナ」「Panty&Stocking with Garterbelt」放送決定。
詳細は次ページから

（新アニメ詳細）
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4 日スタート

① 「薄桜鬼

碧血録」

月曜日 25：30～26：00

二六〇年余り続いた江戸時代が終焉を迎え、明治という新たな時代が幕を開け始める。しかし、そこには
士道を貫かんと、身命を賭して戦いを続ける男たちがいた。薩長土を中心とした新政府軍と徳川家臣を中
心とした旧幕府軍との熾烈な争い－戊辰戦争に身を投じていく新撰組。自らの宿命に手繰り寄せられるよ
うに、彼らは苛烈な道へ歩を進めて行く。

② 「百花繚乱サムライガールズ」

火曜日 25：30～26：00

5 日スタート

時は平誠二十某年。長きに渡り大日本を統治する徳川幕府が霊峰富士の裾野に開いた巨大学園“武應学園
塾”では、武家の子女が集い、大日本の次世代を担うため日々勉学と武術に励んでいた。

③ 「もっと ToLOVE る」

火曜日 26：00～26：30

5 日スタート

高校生になったが恋愛に奥手な結城リトは、ごく普通の男子生徒。片思いのクラスメイト西連寺春菜に告
白することもできないどころか、まともに会話することも出来ず、日々苦悩していた。そんなある日、窮
屈な王族暮らしから家出してきた宇宙人で、デビルーク星の王女ララ・サタリン・デビルークがりとの部
屋に偶然飛び込んでくる。

④ 「そらのおとしものｆ（フォルテ）」

火曜日 27：00～27：30

5 日スタート

何が飛び出すか分からない！超でんじゃらすな可愛い「叱られアニメ」が、パワーアップした“フォルテ”
で登場！大不況のニッポンをひたすらナナメ上に突っ走る！空から落ちてきたかわいい未確認生物イカ
ロスとニンフに加え、今度はさらに強烈な「あの子」が落ちてくる！。

⑤ 「えむえむっ！」

水曜日 25：30～26：00

6 日スタート

とある事件をきっかけに、女性にあんなことやこんなことをされると気持ち良くなってしまうという困っ
た体質（マゾヒズム）に目覚めてしまった砂戸太郎。この体質を治し、そして愛しの“シホリ姫”に告白
するため、
「生徒たちの願いを叶えてくれる」という第二ボランティア部を訪れた太郎だったが、そこに
いたのは自称・神を名乗る激しく勘違いな美少女・石動美緒と、忌まわしき存在・結野嵐子だった。

⑥ 「ミルキィホームズ」

木曜日 23：00～23：30

7 日スタート

二十一世紀。『トイズ』と呼ばれる特殊能力を持つ探偵と怪盗、二つの存在が世界をにぎわせている「大
探偵時代」
。新旧の文化が複雑に入り混じる偵都（ていと）。
『ヨコハマ』を舞台に、未来の名探偵を目指
す 4 人の少女たちと過去に探偵であることをやめた青年との現在（いま）の物語がここに幕を開ける。

⑦ 「ヨスガノソラ」

木曜日 26：00～26：30

7 日スタート

都市部から遠く離れた片田舎、奥木染（おくこぞめ）
。春日野悠は、妹の穹を連れてその町に向かってい
た。そこは幼少の頃夏休みに何度も訪れ、過ごした祖父の家があり、懐かしい場所だった。不慮の事故に
より両親をなくし、拠り所を失った２人は、今は誰も住んでいない祖父の家に引越し、そこで暮らす事を
決める・・・。

⑧ 「とある魔術の禁書目録」

金曜日 25：30～26：00

8 日スタート

舞台は東京西部の巨大な都市「学園都市」。人口の８割が学生で、超能力を発現させるための特殊なカリ
キュラムが組まれている。主人公・当麻は落第寸前の高校生。ある日、彼の部屋に純白の修道服のシスタ
ーがいきなり空から降ってきた。彼女は“魔術”の世界から逃げて来たという。自らを『禁書目録』
（イ
ンデックス）と名乗る彼女を追って、魔術師が現れるが・・・

⑨ 「スーパーロボット大戦 OG－ジ・インスベクター－」日曜日 22：00～22：30

3 日スタート

新西暦と呼ばれる時代。地球連邦政府に対し反旗をお翻したディバイン・クルセイダーズとの「DC 戦争」、
異星人エアロゲイターとの「L５戦役」が終結してから半年後・・・。地球圏は今、
「並行世界」と「過去」
からの侵略者に蝕まれつつあった。

⑩ 「Angel

Beats！」日曜日 23：00～23：30

3 日スタート

舞台は死後の世界。運命に立ち向かう少年少女たちの物語。なんらかの理由で最期を遂げた少年・音無は、
死後の世界の学校で、ゆりと名乗る少女と出会う。彼女は神に反逆する「死んだ世界戦線」のリーダーで、
天使と日夜激戦を繰り広げていた。
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⑪ 「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」日曜日 23：30～24：00

3 日スタート

ごく普通な男子高校生・高坂京介は、数年前から妹・桐乃とはろくに挨拶もかわさないという冷え切った
関係になっていた。ところがある日、京介が萌えアニメの DVD ケースが玄関に落ちているのを発見した
ことから事態は急変する。興味に駆られた京介が持ち主を探すと、それは人生勝ち組でリア充な妹・桐乃
のものだったのだ。

⑫ 「閃光のナイトレイド」日曜日 24：00～24：30

3 日スタート

気鋭のクリエーター陣による渾身のオリジナルアニメーション作品。１９３０年代の中国大陸を舞台に、
特殊能力を有したスパイ組織“桜井機関”の暗躍を描く。

⑬ 「Panty&Stocking with Garterbelt」

火曜日 26：30～27：00

5 日スタート

キュートなルックスで銃と刀という凶悪な武器を手に暴れまわる天使姉妹、その名もパンティとストッキ
ング。その二人に指令を繰り広げる謎多きアフロの神父ガーターベルト。彼ら三人が、この地上界を跋扈
する悪霊（ゴースト）を狩りまくる。

⑭ 「灼眼のシャナ」

月曜日 27：00～27：30

11 日スタート

人ならぬ者たちが、この世の日に陰に跋扈している。古き一人の詩人が与えた彼らの総称を“紅世（ぐぜ）”
の徒（ともがら）“という。自らを称して“渦巻く伽藍（がらん）”、詩人名付けて“紅世”－この世の歩
いてゆけない隣－から渡り来た彼ら“徒”は、人がこの世に存在するための根源の力“存在の力”を奪う
ことで自身を顕現させ、在り得ない不思議を起こす。

番組リニューアル情報
■ 『5 時に夢中！』

月~金曜日 １７：００～１８：００

地上最強のコメンテーター揃いで、ＴＯＫＹＯＭＸの看板番組となった
「5 時に夢中！」。この 10 月からは、心強いアシスタントとして徳光家
の最終兵器、ミッツ・マングローブ（女装家）が金曜日にレギュラー参戦！
ゲストデーを熱く盛り上げます!

■ 『Harajuku 読モ TV』

金曜日 ２２：４５～２３：００

今、おしゃれ男子、女子の間で最も注目を集める存在、それが「読モ」。
「読モ」は原宿を発信地とするストリートカルチャーの中心的存在として
シーンをリードしている。
そんな「読モ」が自らのホームともいえる原宿の最新トレンドを同世代の
仲間たちに発進する番組、それが「Harajuku 読モ TV」だ！

発行元
ＴＯＫＹＯ ＭＸ 編成局 編成部
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１日～リニューアル

