2011 年 3 月 24 日
プレスリリース
関係各位

２０１1 春の番組改編について③
～新アニメ ２1 番組 放送スタート！～
東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（ＴＯＫＹＯ ＭＸ）は、2011 年春の番組改編に伴い、
新アニメ一挙２1 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
中です。
①アスタロッテのおもちゃ

©葉賀ユイ／アスキー・メディアワークス
／アスタロッテのおもちゃ！製作委員会

⑤デッドマン・ワンダーランド

©2010 片岡人生、近藤一馬／角川書店
／デッドマン・ワンダーランド G 棟

②ＴＩＧＥＲ ＆ ＢＵＮＮＹ

③鋼の錬金術師

©SUNRISE/T&B PARTNERS, MBS

⑥るろうに剣心

©荒川弘／鋼の錬金術師製作委員会・MBS

⑦Ｓｔｅｉｎｓ；Ｇａｔｅ

©和月伸宏／集英社・フジテレビ・
アニプレックス

©2011 5pb.／Nitroplus
未来ガジェット研究所

④俺たちに翼はない

©Nabel・おれつば振興会 2011

⑧魔法のプリンセス ミンキーモモ

©PRODUCTION REED 1982

⑨よんでますよ、アザゼルさん

（詳細は次ページにて）
©久保保久／講談社・芥辺探偵事務所
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＜新アニメ詳細＞
11 日スタート

１． 「アスタロッテのおもちゃ」 月曜 25：30～26：00
就職活動中の直哉（ナオヤ）が謎の女性に連れてこられたのはなんと妖魔の国「ユグヴァルランド」だった！ ナオヤはそこでロッ
テ王女の後宮入りを命じられた。ワガママだけど実は寂しがり屋なロッテの素顔を知ったナオヤは彼女のためにこの世界に残るこ
とを決意する。人間界からナオヤの娘の明日葉もやってきて親子と愛人がひとつ屋根の下で暮らす、奇妙な共同生活がスター
トした。ところがナオヤたちの毎日は個性的なキャラクターたちの乱入によってハプニングの連続に！？

２．「ＴＩＧＥＲ ＆ ＢＵＮＮＹ」 火曜 23：00～23：30

5 日スタート

都市シュテルンビルトは、様々な人種、民族、そして『ＮＥＸＴ』と呼ばれる特殊能力者が共存し、その『ＮＥＸＴ』能力を使って街の
平和を守る『スーパーヒーロー』が存在する街。ヒーローたちはスポンサーロゴを背負って企業のイメージアップとヒーローポイント
を獲得するため、事件解決や人命救助に奔走している。
4 日スタート

３．「鋼の錬金術師」 月火水曜 24：00～24：30

錬 金 術 、それは「等 価 交 換 」の原 則 のもと、物 質 を理 解 、分 解 、そして再 構 築 する、この世 界 で最 先 端 の科 学 であ
る。この錬 金 術 において、最 大 の“禁 忌 ”とされるもの「人 体 錬 成 」。亡 き母 親 を想 うがゆえ、禁 忌 を侵 し、全 てを失
った幼 き兄 弟 。機 械 鎧 （オートメイル）をまとい、「鋼 の錬 金 術 師 」の名 を背 負 った兄 、エドワード・エルリック。巨 大 な
鎧 に魂 を定 着 された弟 、アルフォンス・エルリック。二 人 は失 ったものを取 り戻 すため、「賢 者 の石 」を探 す旅 に出 る。
5 日スタート

４．「俺たちに翼はない」 火曜 25：30～26：00

大都市「柳木原」。おびただしい数のひとと建物がひしめく、巨大な繁華街。季節は冬。空を見上げれば、そこには無表情な白い
空。ありがちな悩みとありがちじゃない悩みを抱えた若者たち。彼らが出会う、恋ともろもろ。それはきっと何処にでもある、ありふ
れた物語。

５．「デッドマン・ワンダーランド」 火曜 26：30～27：00

19 日スタート

東京大震災から１０年後―。疎開先の中学校に通う五十嵐丸太（ガンタ）は、クラスメイト達と平凡な日々を送っていた。だがあ
る日、学校に「赤い男」が現れ、ガンタの運命は一変。無実の罪で“死刑”を宣告されたガンタは、日本唯一の完全民営化刑務
所「デッドマン・ワンダーランド」に収監されてしまう。
7 日スタート

６．「るろうに剣心」 木曜 24：00～24：30

神谷活心流の師範代を務める神谷薫は、活心流の名を騙る辻斬りを追っていた。辻斬りを見つけ、闘いを挑むものの歯が立た
ない。そこに、自らを“流浪人”と名乗る剣客・緋村剣心が現れる。
7 日スタート

７．「Ｓｔｅｉｎｓ；Ｇａｔｅ」 木曜 25：30～26：00

岡部倫太郎―通称オカリン―は、いまだ厨二病から抜け出せない大学生。自称「狂気のマッドサイエンティスト・鳳凰院凶真」を
名乗り、「未来ガジェット研究所」という、メンバーわずか３人だけのサークルでヘンテコな発明をする日々を送っていた。そんな
彼らがある時偶然から過去へと電子メールを送れる発明品、即ち「タイムマシン」を生み出してしまう―。

８．「魔法のプリンセス ミンキーモモ」 土曜 7：30～8：00

2 日スタート

むかしむかし フェナリナーサは誰もが行き来できる夢の国でしたところがフェナリナーサが 1000 年もの長い眠りにつくと、人々は
次第に夢や希望をなくし始めてしまいました。そして次第にフェナリナーサもだんだん地球から離れていってしまいました。それを
残念に思った王様は フェナリナーサを何とか地球に戻したいと思いました。ﾌｪﾅﾘﾅーサの王冠に 22 個の宝石がはまればフェ
ナリナーサは地球に戻ることができます。王家の血を引くものが 誰かに夢と希望を持たせることができたら その 4 回ごとに 1 個
づつ宝石がはまり そしてその宝石が 12 個集まればフェナリナーサはもとの場所に戻ることができるというのです。こうして フェ
ナリナーサのプリンセス、ミンキーモモの大冒険がはじまったのでした……。
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９．「よんでますよ、アザゼルさん」 ／ 「変ゼミ」 金曜 25：30～26：00

8 日スタート

芥辺探偵事務所で働く女子大生・佐隈りん子。彼女は雇い主である芥辺に素質を見出され、助手として依頼をこなしてい くう
ちに、「悪魔探偵」という芥辺の裏の顔を知ることになる。ある日、「夫と浮気相手を別れさせて欲しい」という妻からの依頼を受
け、芥辺がグリモアという魔導書を使い魔界から召 喚したのは、とんでもなく下品な悪魔・アザゼル。イケニエと引 き換えに、
依頼に向かったアザゼルだったが、事態は思わぬ 方向に…!?役に立ちそうで立たない個性豊かな悪魔たちと佐隈の騒がしい
日々は今日も続いて行く…。
いたってノーマルな大学生、松隆奈々子は、好きになってしまった武蔵小麦が所属している変態生理ゼミナール―通称『変ゼ
ミ』に入ってしまう。さまざまな変態行為を研究するゼミとは知らなかった奈々子は、並み居る変態に翻弄される毎日を送るハメ
に。提出するレポートは教授にぬるいと罵られ、ちょっと気になる武蔵小麦のアドバイスにオタオタしつつも、奈々子のキャンパス
ライフは、慌しくすぎていく！

10．「聖痕のクェイサーⅡ」 月曜 26：30～27：00

11 日スタート

クェイサー。それは女性の聖乳＜ソーマ＞を吸うことによって、特定元素を自在に操ることができる特殊能力者―。鉄のクェイ
サー・サーシャに下された新たな使命は、私立女子校・翠玲学園への、女装をしての潜入捜査だった！！ハイ・エンシェント・サ
ーキット「雷の携香女」を探し出すため、桂木華を新たな生神女として、学園に転入してきたサーシャ。「雷のマグダラ」は一体ど
こに！？そしてその能力とは！？いま、女子校を舞台に、新たな聖乳伝説が幕を開ける！！

11 日スタート

11．「灼眼のシャナⅡ」 月曜 27：00～27：30

[仮装舞踏会（バル・マスケ）]との戦いを終え、平和を取り戻した御崎市。存在亡き者・坂井悠二は、トーチでありながらも、御
崎市に定住を決めたシャナと共に学校生活を送っていた。しかしそんな彼らの許に、“ミステス”悠二が身の内に宿す宝具『零
時迷子』を狙い、新たな“徒”がやってきた。その蝶のようなシルエットを持つ“徒”は、妖しく鈴を鳴らし自在法を展開した──。
『零時迷子』の謎が紐解かれるとき、坂井悠二とシャナの物語が再び始まる。

12．「世界一初恋」 火曜 27：00～27：30

12 日スタート

コネ入社と言われるのが嫌で親の会社を辞め、出版社・丸川書店に転職した小野寺律。ところが配属されたのは、興味も経験
も全くない少女漫画を扱う編集部だった。おまけに、横暴な編集長・高野政宗の第一印象は最悪で…!?

13．「ファイアボール チャーミング」 月曜 19：28～19：30

4 日スタート

いかにも遠 い未 来 、ありふれた惑 星 にて―。世 界 は、「ハイペリオン」と呼 ばれる機 械 じかけの貴 族 たちに
支 配 されていました。これは、「テンペストの塔 」と呼 ばれるお城 に住 む、おさなき君 主 と、その執 事 による
他 愛 のない日 常 を描 いた物 語 です。彼 らは、世 界 をほんの少 しだけ正 しいかたちに導 けると信 じていまし
た。

14．「日常」 水曜 25：30～26：00

６日スタート

妄想がふくらみがちな夢見る女子高生「ゆっこ」の周りにはロボやら鹿やら謎なものがいっぱい。時定高校を中心に、シャケが
飛んできたりこけしが飛んできたり、町中に広がるちょっと不思議でビミョーにシュールな「日常」は始まります。「日常」って実は
「非日常」の連続じゃない？ちょっとだけでも笑うと免疫が上がるそうですよ。一緒に笑っちゃいましょう。

15．「星空へ架かる橋」 水曜 26：30～27：00

13 日スタート

都会から弟・星野歩のために、自然に囲まれ空気の奇麗な山比古町に引越してきた星野一馬。父親のなじみの旅館であ
る「よろづよ」に間借りすることになっていたのだが、よろづよに向かう途中、慣れない田舎の道を間違えてしまう一馬たち。
しかも、ちょっとしたトラブルで一人で山に入って行く一馬。見知らぬ山の奥、不安な一馬の前に一人の少女が現れる―。
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15．「30 歳の保健体育」 水曜 27：00～27：30

6 日スタート

ある日、主人公のもとに性愛の神が舞い降り、むりやり童貞を卒業させるためのレッスンが始まった。30 歳童貞と 30 歳処
女が繰り広げる、ちょっとエッチな純愛（!?）ラブストーリー！

16．「戦国ＢＡＳＡＲＡ」 木曜 23：00～23：30

7 日スタート

戦国時代の日本。全国各地で天下をねらう「つわもの」が武装蜂起。あるものは民のために、あるものは愛の為に、そしておの
れの野望のために・・・それぞれの想いを胸に秘め、天下統一へ動き始める。

17．「そふてにっ」 木曜 26：30～27：00

7 日スタート

妄想暴走少女・春風明日菜に、熱血空手少女・沢夏琴音、部長にして大食らい少女・秋山千歳に、謎だらけの不思議少女・
冬川来栖、そして留学生金髪少女・エリザベスも加わって白玉中学校女子ソフトテニス部は今日も元気に活動中！目指す
は全国大会制覇！？
3 日スタート

19．「花咲くいろは」 日曜 22：00～22：30

突然の夜逃げ、突然の告白、そして突然の別れ――。今までとは違う自分になりたかったという夢は、急に現実となりました。
私、松前緒花の平凡な日常は 1 日にしてドラマチックな展開を迎えたのです。通い慣れた、それでいてあまり愛着のない街を
出て、話したことや会ったこともない祖母の元で暮らすのです。大正浪漫あふれる温泉旅館・喜翆荘（きっすいそう）。そこで
出会う人たち。花の芽が地上に出て新たな世界を知るように、私も、今までとはまったく違う、新しい生活を始めます。それは
辛いことかもしれません。でも、めげても、くじけても、泣きじゃくっても明日は来るんです。だからこそ私は頑張りたいんです、そ
して輝きたいんです。太陽に導かれるよう咲く花のようにいつか大輪の花を咲かせられるように……。

21．「魔法先生 ネギま！」 日曜 22：30～23：00

3 日スタート

父を探すためにはるばるイギリスにやってきたネギと明日菜たち「ネギま部」一行。心配してかけつけたあやかたちクラスメイト
の面々と共に、故郷ウェールズを訪れる。 姉ネカネとの楽しい再会もつかの間、魔法世界へ行く決意を語るネギ。ネカネに
見送られ期待を胸に魔法世界を訪れたネギたちの前に、予想もしなかった白髪の少年が現れる！それは、かってネギを絶
体絶命のピンチに追い込んだ、危険な力を持つ謎の宿敵フェイト・アーウェルンクスだった―!?

22．「殿といっしょ」 水曜 22：55～23：00

6 日スタート

大羽快が描く、人気急上昇中の戦国武将４コマ漫画をアニメ化。ヘンテコ眼帯発明マニア・伊達政宗、放火マニアな織田
信長ｅｔｃ…。日本人の戦国武将観をぶっ壊す！

本件に関するお問い合わせ
ＴＯＫＹＯ ＭＸ 編成局 編成部
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