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スカパー! と秋田書店は、『ＢＳスカパー! オリジナル連続ドラマ「弱虫ペダル」』の放送を BSスカパー!
で 8月 26日（金）より毎週金曜日午後 9時から全 7話で放送することを決定しました。また、本日 7月 5
日（火）にキャスト・監督による製作会見を行い、ドラマのキービジュアルも初公開しました。 

製作会見では、「舞台『弱虫ペダル』IRREGULAR～2つの頂上～」「舞台『弱虫ペダル』～総北新世代、
始動～」から引き続き主人公・小野田坂道役を演じる小越勇輝をはじめ、今泉俊輔役の木村達成、鳴子章吉
役の深澤大河らドラマキャスト 13名に加え、監督の棚澤孝義が登壇しました。劇中衣装で登場したキャス
トは、ドラマの撮影現場の様子や、実際にロードバイクに乗って役を演じる難しさなどを話しました。また、
舞台「弱虫ペダル」にも出演している小越勇輝、郷本直也、鈴木拡樹、植田圭輔らには舞台とは違ったドラ
マならではの魅力を聞きました。監督・棚澤孝義は、作品を作り上げるためこだわった点などを紹介しまし
た。なお、この会見の模様を収録した動画は、本日午後９時頃、弱虫ペダル公式ツイッターアカウント
【@sptv_yowapeda】で公開します。ドラマ放送を前に、キャストたちの意気込みを是非、ご覧ください！ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
これまで、福本伸行原作「アカギ～闇に降り立った天才～」（竹書房刊「近代麻雀コミックス」連載中）

や、竜騎士 07原作「ひぐらしのなく頃に」を実写化してきた BSスカパー! が、次に実写ドラマ化する作品
は渡辺航原作の「弱虫ペダル」（秋田書店刊「週刊少年チャンピオン」連載中）。コミックス累計発行部数
が 1,500万部を突破している大人気自転車ロードレース漫画「弱虫ペダル」を実写化し、見れば誰もが熱く
なる、高校生の青春エンターテイメント作品へと仕上げていきます。 

放送日・キービジュアル決定！  
キャスト・監督が集結！総勢 14名による製作会見 

大人気自転車ロードレース漫画 
 
 
 
 

8月26日（金）午後9時よりBSスカパー! で放送開始！ 

News Release 

（C）2016 スカパー!・東宝・舞台『弱虫ペダル』製作委員会 



 
■小越勇輝（おごえゆうき）／小野田坂道（おのださかみち）役 
クランクインまで、“どうなるんだろう”という不安もありましたが、キャプテン役でもある郷本さんが現場を
まとめてくださって、キャスト、スタッフ、全員がチームワーク良く和気藹々と撮影に臨んでいます。舞台
ではハンドルを持って自転車に乗っているのを表現していますが、ドラマでは本当にロードバイクに乗って
演じています。走るシーンの本当の汗や熱量、そういうところを見て欲しいです。また、ドラマでは登場人
物が増え、舞台にはいなかった女性キャストも登場するので、その絡みが新鮮で楽しいです。まだ撮影途中
ですが、ドラマにしか出せない原作の良さが出ていると思います。放送まで楽しみに待っていただけると嬉
しいです。 

■木村達成（きむらたつなり）／今泉俊輔（いまいずみしゅんすけ）役 
現場では 3年生役を中心にいい雰囲気の中撮影しています。時には酸素ボンベを使用しながら、日々、足が
太くなってレースパンツがパンパンになっていくぐらいキツイです。僕は負けず嫌いなので、撮影前の練習
から全力で挑んでいます。 

■深澤大河（ふかざわたいが）／鳴子章吉（なるこしょうきち）役 
ロードバイクと普通の自転車は次元が違います！ロードバイクは競技用に特化した自転車なので、軽いし、
足が運び易いです。ダンシングとかケイデンスとか、ガチでこいでいるので撮影が終わったあと“ハァハァ”
言っています、そういう熱を是非伝えられたらいいなと思います。 

■郷本直也（ごうもとなおや）／金城真護（きんじょうしんご）役 
舞台のスタートから出演させてもらっていることもあって、ドラマ化に対してとても想い入れがあります。
舞台での演技はオーバーな表現でしたが、ドラマでは一転して繊細な演技にしていく作業だと感じています。
筋肉の動きや表情の一つ一つまで、ドラマでしか伝わらない部分も是非見てほしいです。 

■輝馬（てるま）／古賀公貴（こがきみたか）役 
前もってロードバイクの練習をさせていただいたのですが普通の自転車と違ってギアのチェンジやビンディ
ングが本当に難しいです。慣れないうちは何回も転びましたが、そういう意味では大変ですが、そこも見ど
ころです。 

■平井浩基（ひらいひろき）／杉元照文（すぎもとてるふみ）役 
ビンディングペダル（足とペダルを一緒に固定する器具）の扱いが本当に難しくて、ロードバイク経験者に
も関わらず坂道で転んでしまうなど、改めて競技用バイクの難しさを痛感しています。 

■安里勇哉（あさとゆうや）／寒咲通司（かんざきとおじ）役 
現場で初めてみんなの走りを見たときは、マジで感動しました。撮影している時以外でもみんな練習してい
て、カッコ良くて、“すげーなぁ”と思いました。 

■桜井美南（さくらいみなみ）／寒咲幹（かんざきみき）役 
最初は舞台メンバーに溶け込んでいけるかが心配でしたが、みなさん優しく・暖かく迎えてくださったので
楽しく撮影に臨めています。舞台版ではなかった女性の出演を通して、ドラマ版ならではの変化を加えてい
けたらいいなと思います。 

■野口真緒（のぐちまお）／橘綾（たちばなあや）役 
橘綾を演じるにあたって、髪を 20㎝ほど切りました。父親が原作のファンで、私がドラマに出ることを言
ったら喜んでくれて、父親とは毎日のように話をしています。 
 

《製作会見 登壇者コメント》 



■鈴木拡樹（すずきひろき）／荒北靖友（あらきたやすとも）役 
舞台の方でも初演から関わらせいただき、ドラマもスタートから関わらせていただいています。最初に舞台
でお話をいただいた時に、コミックスを広げ、作品を読んだときの世界観、“ロードレースって楽しいんだな”
と感じたその想いをもう一度、このドラマでも味わいたいです。ドラマ出演という、思ってもいない角度か
らまた荒北靖友として走る機会をいただきました。もう一度、走れるという時間を大切にしたいですし、ド
ラマを楽しんで作って、みなさんに届けたいと思います。 

■宮崎秋人（みやざきしゅうと）／新開隼人（しんかいはやと）役 
舞台からずっと新開を演じてきて、ドラマでも演じることで、また新しい新開という役をつくることができ
るのがすごく嬉しいです。箱学のメンバーとまた走ることができるのも嬉しいです。 

■青木空夢（あおきそらむ）／泉田塔一郎（いずみだとういちろう）役 
自分はまだ、クランクインしていないので、マッスルスプリンターとして筋トレを一人でやっています。た
だひたすら孤独なので、筋肉に話しかけてしまう泉田塔一郎の気持ちがすごくわかりました。トレーニング
後には“今日も頑張ったな”と話かけています。 

■植田圭輔（うえだけいすけ）／真波山岳（まなみさんがく）役 
舞台とドラマではつくり方も演じ方も全く異なる点は自覚していますが、同じ作品の同じ役を舞台からドラ
マへと違った形で続けられる経験は貴重だと思っています。この経験、また一緒に出演できるメンバーとの
出会いも大事にしていきたいです。 

■監督・棚澤孝義（たなざわたかよし） 
基本的に原作を大事にして作品づくりをするように心がけています。主人公の坂道を中心とした人間模様や
ビジュアル面にもこだわって製作しています。ロードバイクも原作に沿って特注品を用意していただいたり、
坂道のママチャリも一から再現したりしている点にも注目してもらいたいです。 
 
 
 
 
  

（C）2016 スカパー!・東宝・舞台『弱虫ペダル』製作委員会 



《キャスト一覧①》 

  

小野田坂道(おのださかみち)役/小越勇輝(おごえゆうき) 今泉俊輔(いまいずみしゅんすけ)役/木村達成(きむらたつなり) 

 

フィギュアやアニメが大好き
で、秋葉原に通い続けるオタ
ク少年。ママチャリでのアキ
バ通いで無意識のうちに鍛え
られた高回転(ハイケイデン
ス)のペダリングを持ち、今泉
や鳴子との出会いを経て、自
転車競技(ロードレース)への
挑戦を決意する。  

 

中学時代から名を馳せる、ス
プリントよし、ヒルクライム
もよしのオールラウンダー。
一見クールに見えるが内には
熱い闘志を秘めている。かつ
て敗れたある男へのリベンジ
を誓い、ストイックに己を鍛
える。坂道のロードレースの
素質をいち早く見抜く。 

鳴子章吉(なるこしょうきち)役/深澤大河(ふかざわたいが) 金城真護(きんじょうしんご)役/郷本直也(ごうもとなおや) 

 

大阪から来た、超派手好きで
目立つことを信条とするスプ
リンター。速い＝目立つとい
う理由からスプリンターとな
った。体格的には恵まれてい
ないものの、持ち前の負けん
気と根性で逆境を撥ねのけ
る。坂道に自転車の楽しさを
教えたひとり。  

 

総北高校自転車競技部のキャ
プテン。的確な状況判断力、
平地も登りも高いレベルでこ
なす総合力、そして逆境にも
屈しない強靭なメンタリティ
を持つ。チーム全員の想いを
ゴールまで届けることを信条
とし、チームメイトからの信
頼も厚い。 

田所迅(たどころじん)役/友常勇気(ともつねゆうき) 巻島裕介(まきしまゆうすけ)役/馬場良馬(ばばりょうま) 

 

ド迫力の巨体と常人の倍以上
の肺活量、そして絶対に負け
ないハートで突き進む肉弾走
法を武器とする総北最強スプ
リンター。実力もさることな
がら、熱い言葉でチームメイ
トそれぞれを勇気づけ、気持
ちを奮い立たせる。 

 

総北最強のクライマー。一見
飄々として冷めているイメー
ジがあるが、真の姿は一本気
な信念と、仲間と自転車を愛
する情熱家。左右に大きく体
を揺らし自転車を異様なまで
に傾けるダンシング走法か
ら、ついた異名は“頂上の蜘蛛
男（ピークスパイダー）”。 

手嶋純太(てしまじゅんた)役/鯨井康介(くじらいこうすけ) 青八木一(あおやぎはじめ)役/八島諒(やしまりょう) 

 

総北高校２年生。抜きん出た
才能は持たないものの、知
略・戦略をもってレースを優
位に進めていく。 
 盟友・青八木との“絶対なるチ
ームワーク”でインターハイメ
ンバーを目指す。  

 

総北高校２年生。ここぞとい
う時の走りに定評がある一方
でレースマネジメントに難が
あることが欠点だったが、手
嶋という戦略家と共に走るこ
とで才能が引き出される。 

古賀公貴(こがきみたか)役/輝馬(てるま) 杉元照文(すぎもとてるふみ)役/平井浩基(ひらいひろき) 

 

用具の手入れをしていること
が多い、眼鏡をかけた優しそ
うな先輩部員で、1年生レース
では自転車で最後尾のフォロ
ーもしている。「体力バカ」の
異名を持つ。 

 

坂道のクラスメイト。中学時
代から趣味でロードレーサー
に乗っており「ボクは経験者
だから」が口癖。やや気が小
さく自慢屋だが根は親切で、
インターハイ予選より授業を
優先したり、ルール違反を諌
めたりするなど真面目な面も
見せる。 



寒咲通司(かんざきとおじ)役/安里勇哉(あさとゆうや) 寒咲幹(かんざきみき)役/桜井美南(さくらいみなみ) 

  

かつてスプリンターとして名
を馳せた総北自転車部の元キ
ャプテン。現在は実家の自転
車ショップで働きながら、OB
として総北自転車部を支えて
いる。 

 

通司の妹で、趣味はロードレ
ース観戦という総北自転車部
マネージャーの１年生。坂道
に自転車に乗ることの楽しさ
を教え、的確なアドバイスも
送る。 

橘綾(たちばなあや)役/野口真緒（のぐちまお） 福富寿一(ふくとみじゅいち)役/滝川英治(たきがわえいじ) 

 

寒咲幹の同い年の友人。いつ
も彼女と行動をともにするこ
とが多い。 性格は体育会系
で、若干気の短いところがあ
り、オタクにすぐ鉄拳を振る
うことがある。そのようなこ
とから、ほぼ初対面の小野田
坂道を殴打したこともある。  

 

王者・箱根学園の絶対的エー
スであり主将。スプリント、
ヒルクライム共に弱点のない
力強い走りを見せるオールラ
ウンダー。勝利のために厳し
いオーダーをチームメイトに
課すが、その信頼関係は厚い。
総北の金城とはある因縁を持
つらしいが……。 

荒北靖友(あらきたやすとも)役/鈴木拡樹(すずきひろき) 東堂尽八(とうどうじんぱち)役/北村諒(きたむらりょう) 

 

気性が荒く、口も悪いが実力
は本物の“運び屋”。抜群のバイ
クコントロールとスピードで
疾走し、チームのエースであ
る福富のアシストはもちろ
ん、登坂でも力を発揮するオ
ールラウンダー。福富に絶対
の信頼を置いている。 

 

「登れる上にトークも切れ
る！！更にこの美形！！」と
自称する箱根学園 No.1 クラ
イマー。無駄のないペダリン
グと動きで音もなく加速し、
相手を抜き去る。その圧倒的
なヒルクライムから、“山神”と
呼ばれる。総北・巻島とは永
遠のライバル関係にある。 

新開隼人(しんかいはやと)役/宮崎秋人(みやざきしゅうと) 泉田塔一郎(いずみだとういちろう)役/青木空夢(あおきそらむ) 

 

箱根学園最速の称号であるゼ
ッケン４を背負うエーススプ
リンター。天性の肉体と勝負
勘、瞬発力で見せるそのスピ
ードは他の追随を許さない。
豊かな人間性からチームメイ
トの信頼も厚い。ある出来事
をきっかけにまだ見ぬ姿を隠
しているというが……。  

２年生にしてレギュラーに選
ばれたスプリンター。体中の
筋肉を鍛え上げた全身スプリ
ントマシーン。右大胸筋をア
ンディ、左大胸筋をフランク
と名付け、「アブ！アブ！ア
ブ！（腹筋）」の掛け声と共に
爆発的なスピードで槍のよう
に突進する。 

黒田雪成(くろだゆきなり)役/秋元龍太朗(あきもとりゅうたろう) 真波山岳(まなみさんがく)役/植田圭輔(うえだけいすけ) 

 

中学時代には多くの運動部で
助っ人として活躍を見せてい
た「スポーツの天才」で、高
い身体能力とポテンシャルを
持つ。福富らからも認められ
る実力者。 

 

“山岳”の名を持つとおり、登坂
での走りに喜びを感じるクラ
イマー。普段はマイペースで
どこか抜けている印象があ
り、練習での走りも目立つと
ころはないが、いざ本気のレ
ースとなると凄まじい集中力
とスピードで駆け抜ける。  

御堂筋翔(みどうすじあきら)役/村田充(むらたみつ) 

 

規格外の速さを持つ１年生レ
ーサー。 「求めるものは勝利
のみ」という信念を持つ。総
合的なスピードだけでなく、
レース戦略や相手に仕掛ける
心理戦にも秀で、勝利のため
なら手段も問わない。中学時
代、今泉に完勝した。 

《キャスト一覧②》 



原作：弱虫ペダル 
2008年に週刊少年チャンピオンで連載が始まった高校生の自転車競技にかけ
る青春を描いたマンガ「弱虫ペダル」。2016年 6月現在では単行本は 45巻ま
で出て、累計発行部数は 1,500万部を突破している大人気漫画です。2012年
には舞台化され、これまで 2016年 3月の新作含む 8本の作品が公演されまし
た。また、「弱虫ペダル」はアニメも好評で、劇場版はランキング 1位を獲得す
るほど大ヒット。そして、スピンオフ作品「弱虫ペダル SPARE BIKE」のアニメ
も９月に限定上映。さらにテレビシリーズも 2017年 1月から第 3シーズンの
スタートを発表しており、弱虫ペダルの人気は加速の一途を辿っています。舞台
化、アニメ化に続き、ついに、2016年 8月、待望のドラマ化!! 

《作品あらすじ》 
千葉県立総北高校に入学した小野田坂道（小越勇輝）は、秋葉原を愛するオタク少年。高校では友達を作る
ために、アニメ・漫画研究部に入部をしようとする。しかし、同級生の今泉俊輔（木村達成）や鳴子章吉（深
澤大河）と出会い、自転車で走ることに楽しさを見出した坂道は自転車競技部へと入部する。総北高校自転
車競技部は 3年のキャプテン・金城真護（郷本直也）を中心に、「暴走の肉弾頭」の異名を持つスプリンター
の田所迅（友常勇気）や独特のダンシング走法で「頂上の蜘蛛男（ピークスパイダー）」の異名を持つ巻島裕
介（馬場良馬）といった個性のある強力なメンバーが揃い、インターハイの頂点を目指している。自転車競
技については素人であった坂道は、今泉や鳴子と一緒に走った経験、1 年生ウェルカムレース、4 日で
1000Kmを走る耐久合宿を乗り越えながら、クライマーとしての素質を一気に開花させていく。主人公・小
野田坂道が自転車競技と出会って、友達を獲得し、変化していく姿、そして、そんな坂道の加入によって、
大きく変化していく金城を中心とした総北高校自転車競技部。はたして誰がインターハイメンバーに選ばれ
るのか。ついに今年のインターハイの出場メンバーが発表される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

©渡辺航（週刊少年チャンピオン） 

≪放送概要≫  ※下記情報は変更になる場合がございます。 
タイトル ：BSスカパー! オリジナル連続ドラマ「弱虫ペダル」 

放送日時 ：2016年 8月 26日（金）後 9時～後 10時 

   毎週金曜日 後 9時～後 10時 

チャンネル：BSスカパー!（BS241／プレミアムサービス 585）、スカパー! オンデマンド 

視聴方法 ：第１話は無料放送。第２話以降はスカパー! のいずれかのチャンネルまたはパック・セット等の     
ご契約者は無料でご視聴いただけます。※スカパー! オンデマンドでの視聴方法も同様となります。 

公式サイト：http://www.bs-sptv.com/yowapeda/ 

ドラマ公式ツイッターアカウント：@sptv_yowapeda 

原作   ：渡辺航（秋田書店刊「週刊少年チャンピオン」連載中） 

監督   ：棚澤孝義（「下町ロケット」「半沢直樹」ほか） 

脚本   ：吹原幸太（「天才バカボン～家族の絆」「日々ロック」ほか） ほか 

宣伝協力 ：マーベラス 

制作協力 ：ドリマックス・テレビジョン 

制作   ：東宝映像事業部 
製作   ：スカパー! 
著作   ：スカパー! ／ 東宝 ／ 舞台『弱虫ペダル』製作委員会 

http://www.bs-sptv.com/yowapeda/


■7月には事前特番を放送！ 
8月の本放送を前に、7月 BSスカパー! でドラマ事前特番を放送します。収録現場潜入リポートやキャス

トインタビューなど、ドラマをさらに楽しむためのナビゲート番組です。 

≪事前特番放送概要≫ 
タイトル ： BSスカパー! オリジナル連続ドラマ「弱虫ペダル」事前特番 ドラマ「弱虫ペダル」徹底ガイド 

放送日時 ：2016年 7月 29日（金）後 9時～後 10時 

チャンネル：BSスカパー!（BS241／プレミアムサービス 585）、スカパー! オンデマンド 
視聴方法 ：スカパー! のいずれかのチャンネルまたはパック・セット等のご契約者は無料でご視聴いただけます。       

※スカパー! オンデマンドでの視聴方法も同様となります。 

 

■7月限定！新規加入特典「会える試写会＆作れるフォトブック」 
スカパー! では、7 月 29 日（金）の『BS スカパー! オリジナル連続ドラマ「弱虫ペダル」事前特番 ド

ラマ「弱虫ペダル」徹底ガイド』放送に伴い、2016年 7月 1日（金）～7月 31日（日）までにスカパー! に
新規ご加入された方を対象に 2つのプレゼントキャンペーンを実施いたします。 

①ドラマ「弱虫ペダル」第 1話先行試写会ご招待 
8 月 26 日（金）の放送開始に先立ち、ドラマ第 1 話の先行試写会に抽選でご招待いたします。試写会イ

ベントにはドラマの主要キャストが多数登場予定です。 

【応募条件】2016年 7月 1日（金）～7月 31日（日）までにスカパー! に新規ご加入された方 

②自分で写真を選んで作るオリジナルフォトブック応募者全員プレゼント 
ドラマ場面写真や撮影中のオフショットから、自分で好きな写真を選んで世界に一つだけのフォトブック

を制作できる WEB サイトを 8 月中旬にオープン予定です。そのサイトで制作されたものを、実際に印刷し
て応募者全員にプレゼントいたします。 

【応募条件】2016年 7月 1日（金）～7月 31日（日）までにスカパー! に新規ご加入された方で、月額視
聴料 1,900円（税込）以上のチャンネル・パックセットご契約を、2016年 10月まで継続いただいた方 

詳細は、キャンペーン特設サイト（http://www.bs-sptv.com/yowapeda/campaign/index.html）にてご
確認いただけます。 
 

■ドラマ放送を記念し、各チャンネルでは関連番組を多数放送！！！ 
ドラマ放送を記念し、各チャンネルでは「弱虫ペダル」の関連番組を多数放送！アニメ、舞台など、作品の
魅力を余すことなくお届けします！詳細は次頁、または、ドラマ「弱虫ペダル」公式サイトからご覧いただ
けます！ 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



■「弱虫ペダル」関連＆オススメ編成 
番組名 放送日時 チャンネル名 

Cycle*2016 ツール・ド・フランス 7月 2日（土）開幕 
後 7時～深 1時 30分 

J SPORTS 4 
（BS245／プレミアムサービス 605） 

なかよし 60周年記念公演 ミュージカル 
「リボンの騎士」  

7月 7日（木） 
後 7時 50分～後 10時 30分 

日テレプラス ドラマ・アニメ・スポーツ 
（CS300／プレミアムサービス 619） 

自転車ツアー・ オブ・ジャパン 
8日間の熱き 闘い  

7月 9日（土） 
後 4時～後 5時 

日テレジータス 
（CS257／プレミアムサービス 608） 

舞台『弱虫ペダル』 7月 9日（土） 
後 8時 10分～後 11時 

日テレプラス ドラマ・アニメ・スポーツ 
（CS300／プレミアムサービス 619） 

舞台『弱虫ペダル』 箱根学園篇 
～眠れる直線鬼～ 

7月 9日（土） 
後 11時～深 1時 20分 

日テレプラス ドラマ・アニメ・スポーツ 
（CS300／プレミアムサービス 619） 

KiramuneカンパニーL 7月 10日（日） 
後 10時 30分～後 11時 

フジテレビ TWO ドラマ・アニメ 
（CS308／プレミアムサービス 613） 

HUNTER×HUNTER  
【ハンター試験編】一挙放送 

7月 16日（土） 
前 11時 30分～後 10時 

日テレプラス ドラマ・アニメ・スポーツ 
（CS300／プレミアムサービス 619） 

HUNTER×HUNTER  
【ゾルディック家編】一挙放送 

7月 16日（土） 
後 10時～深 0時 30分 

日テレプラス ドラマ・アニメ・スポーツ 
（CS300／プレミアムサービス 619） 

HUNTER×HUNTER  
【天空闘技場編】一挙放送 

7月 16日（土） 
深 0時 30分～翌前 6時 30分 

日テレプラス ドラマ・アニメ・スポーツ 
（CS300／プレミアムサービス 619） 

HUNTER×HUNTER  
【幻影旅団編】一挙放送 

7月 17日（日） 
前 6時 30分～後 4時 30分 

日テレプラス ドラマ・アニメ・スポーツ 
（CS300／プレミアムサービス 619） 

HUNTER×HUNTER  
【G.I.編】一挙放送 

7月 17日（日） 
後 4時 30分～深 1時 

日テレプラス ドラマ・アニメ・スポーツ 
（CS300／プレミアムサービス 619） 

HUNTER×HUNTER 【キメラアント編】 
 一挙放送 ＃76～110 

7月 17日（日） 
深 1時～翌後 5時 20分 

日テレプラス ドラマ・アニメ・スポーツ 
（CS300／プレミアムサービス 619） 

Free!～Eternal Summer～一挙放送 7月 18日（月・祝） 
前 10時 15分～後 4時 15分 

テレ朝チャンネル１ ドラマ・バラエティ・アニメ
（CS298／プレミアムサービス 611） 

「だがしかし」阿部敦・鈴木達央のふたり遠足「前
編」 

7月 18日（月・祝） 
後 10時 30分～後 11時 

TBSチャンネル２ 名作ドラマ・スポーツ・アニメ
（CS297／プレミアムサービス 617） 

HUNTER×HUNTER 【キメラアント編】 
 一挙放送 ＃111～136 （最終回） 

7月 23日（土） 
前 11時～深 0時 

日テレプラス ドラマ・アニメ・スポーツ 
（CS300／プレミアムサービス 619） 

HUNTER×HUNTER 【選挙編】一挙放送 7月 23日（土） 
深 0時～翌前 6時 

日テレプラス ドラマ・アニメ・スポーツ 
（CS300／プレミアムサービス 619） 

櫻井孝宏の（笑） 7月 30日（土） 
後 8時～後 8時 30分 

アニメシアターX(AT-X) 
（CS333／プレミアムサービス 667） 

「だがしかし」阿部敦・鈴木達央のふたり遠足 「後
編」 

8月 1日（月） 
後 10時 30分～後 11時 

TBSチャンネル２ 名作ドラマ・スポーツ・アニメ
（CS297／プレミアムサービス 617） 

舞台「弱虫ペダル」インターハイ篇 
 The First Result 

8月 5日（金） 
後 7時 30分～後 10時 

BSスカパー! 
（BS241／プレミアムサービス 585） 

舞台「弱虫ペダル」インターハイ篇 
 The WINNER 

8月 10日（水） 
後 11時 30分～深 2時 30分 

BSスカパー! 
（BS241／プレミアムサービス 585） 

舞台「弱虫ペダル」インターハイ篇 
 The Second Order 

8月 12日（金） 
後 9時 30分～深 0時 

BSスカパー! 
（BS241／プレミアムサービス 585） 

Cycle*2016  
ブエルタ・ア・エスパーニャ 

8月 20日（水）開幕 
深 1時～翌前 4時 30分 

J SPORTS 4 
（BS245／プレミアムサービス 605） 

弱虫ペダル ／弱虫ペダル GRANDE ROAD 一挙放
送 

8月 27日（土） 
後 7時～翌深 2時 

ディズニーXD ギャグアニメ＆マーベルヒーロー 
（プレミアムサービス 671） 

マギ Ｔｈｅ ｋｉｎｇｄｏｍ ｏｆ ｍａｇｉｃ 
7月 4日（月）放送スタート 

毎週（月）～（金） 
前 6時 30分～前 7時 

TBSチャンネル２ 名作ドラマ・スポーツ・アニメ
（CS297／プレミアムサービス 617） 

ハイキュー！！ 
7月 21日（木）放送スタート 

毎週（月）～（金） 
前 9時 30分～前 10時 30分 

アニマックス 
（BS236／プレミアムサービス 670） 

弱虫ペダル  
7月 19日（火）放送スタート 

毎週（月）～（金） 
後 2時～後 2時 55分 

ディズニーXD ギャグアニメ＆マーベルヒーロー 
（プレミアムサービス 671） 



番組名 放送日時 チャンネル名 

うたの☆プリンスさまっ♪  
マジ LOVEレボリューションズ 

毎週（月）～（金） 
後 8時 30分～後 9時 

キッズステーション テレビアニメ・劇場版・OVA
（CS330／プレミアムサービス 669） 

黒子のバスケ  毎週（月）～（金） 
後 7時 30分～後 8時 

アニマックス 
（BS236／プレミアムサービス 670） 

ダイヤのＡ  毎週（月）～（金） 
後 9時 30分～後 10時 

キッズステーション テレビアニメ・劇場版・OVA
（CS330／プレミアムサービス 669） 

ダイヤのＡ‐ＳＥＣＯＮＤ ＳＥＡＳＯＮ‐ 
7月 20日（水）放送スタート 

毎週（月）～（金） 
後 9時 30分～後 10時 

キッズステーション テレビアニメ・劇場版・OVA
（CS330／プレミアムサービス 669） 

NARUTO-ナルト-疾風伝 毎週（月） 
前 6時～前 6時 30分 

アニメシアターX(AT-X) 
（CS333／プレミアムサービス 667） 

アニメ女子部「お伽草子」 毎週（月） 
後 8時～後 8時 30分 

アニメシアターX(AT-X) 
（CS333／プレミアムサービス 667） 

マギ シンドバッドの冒険 毎週（月） 
後 10時～後 10時 30分 

アニマックス 
（BS236／プレミアムサービス 670） 

ダンガンロンパ 3 
-The End of 希望ヶ峰学園-未来編 

7月 11日（月）放送スタート 
毎週（月） 

後 11時～後 11時 30分 

アニメシアターX(AT-X) 
（CS333／プレミアムサービス 667） 

腐男子高校生活  
7月 5日（火）放送スタート 

毎週（火） 
後 10時 55分～後 11時 

アニメシアターX(AT-X) 
（CS333／プレミアムサービス 667） 

俺の地図帳～地理メン BOYSが行く～  毎週（水） 
後 11時～後 11時 30分 

女性チャンネル♪LaLa TV 
（CS314／プレミアムサービス 654） 

美男高校地球防衛部 LOVE！LOVE！ 
7月 13日（水）放送スタート 

毎週（水） 
後 11時 30分～深 0時 

アニメシアターX(AT-X) 
（CS333／プレミアムサービス 667） 

Free! 毎週（水） 
後 11時 30分～深 0時 30分 

テレ朝チャンネル１ ドラマ・バラエティ・アニメ
（CS298／プレミアムサービス 611） 

ダンガンロンパ 3 
-The End of 希望ヶ峰学園-絶望編 

7月 14日（木）放送スタート 
毎週（木） 

後 11時 30分～深 0時 

アニメシアターX(AT-X) 
（CS333／プレミアムサービス 667） 

銀魂 毎週（金） 
後 7時～後 7時 30分 

キッズステーション テレビアニメ・劇場版・OVA
（CS330／プレミアムサービス 669） 

薄桜鬼～御伽草子～  
7月 8日（金）放送スタート 

毎週（金） 
後 10時 55分～後 11時 

アニメシアターX(AT-X) 
（CS333／プレミアムサービス 667） 

ハイキュー！！ セカンドシーズン 毎週（土） 
後 4時～後 6時 

アニマックス 
（BS236／プレミアムサービス 670） 

初恋モンスター 毎週（土） 
後 11時～後 11時 30分 

アニメシアターX(AT-X) 
（CS333／プレミアムサービス 667） 

ReLIFE  毎週（土） 
深 0時～深 0時 30分 

アニメシアターX(AT-X) 
（CS333／プレミアムサービス 667） 

デュラララ!!×２ 承 
7月 10日（日）放送スタート 

毎週（日） 
深 3時 30分～翌前 4時 30分 

アニマックス 
（BS236／プレミアムサービス 670） 

しもがめ 隔週（土） 
後 8時 30分～後 9時 

アニメシアターX(AT-X) 
（CS333／プレミアムサービス 667） 

小林ゆうの落語でありんす 隔週（水） 
後 8時 30分～後 9時 

アニメシアターX(AT-X) 
（CS333／プレミアムサービス 667） 

三木眞一郎のおもてなしドライブ 隔週（木） 
後 8時～後 8時 30分 

アニメシアターX(AT-X) 
（CS333／プレミアムサービス 667） 

声優男子ですが・・・？ シーズン２  隔週（土） 
後 7時 20分～後 7時 50分 

ファミリー劇場 
（CS293／プレミアムサービス 660） 

※放送スケジュールは変更になる場合がございます。 


