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BS スカパー! オリジナル連続アニメ

キービジュアル・プロモーションビデオ公開！
追加キャストも決定！ヒロイン・ユキ役には M・A・O

BS スカパー! で 2018 年 4 月放送開始
（原作・森高夕次、漫画・アダチケ
スカパー! と講談社は、週刊『モーニング』で連載中の「グラゼニ」
イジ）を BS スカパー! 初のオリジナルアニメ「グラゼニ」として 2018 年 4 月より放送を開始します。こ
の度、作品キービジュアル・プロモーションビデオを公開。さらには、ヒロイン・ユキ役の M・A・O さん
をはじめ、追加キャストも決定しました。
ついに、「グラゼニ」が動きます！作品の世界観をギュっと凝
縮したキービジュアルに加え、プロモーションビデオも公開とな
りました。原作の漫画を担当するアダチケイジ先生は「アニメ
化！ 不思議な気分ですよ。モニタの中で動く凡田。喋る凡田。
なんか気恥ずかしい。けどね。楽しみ。落合福嗣さんが凡田？ 最
高！ うん。とにかく。どうなるんだろって。沢山の人に観て確
かめて欲しいなって。ぼく興奮してるよ。ご期待だね。」とコメ
ント。
さらに、先日発表した、主人公・凡田夏之介役の落合福嗣さん
に加え、豪華な追加キャスト陣も公開。ヒロイン・ユキ役に M・
A・O さん。夏之介の所属する神宮スパイダースの監督・田辺役
に二又一成さん。監督を支えるコーチ陣、ブルペンコーチ・迫田
役に乃村健次さん。ピッチングコーチ・小里役に石野竜三さん。
夏之介の良き先輩である元投手の野球解説者・徳永役に浪川大輔
さん。夏之介と同期のチームメイト・渋谷役に星野貴紀さん。オ
トワラジオのアナウンサー松本役にはモデルとなったフリーアナ
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ウンサーの松本秀夫さんご本人が務めます。
本作のヒロインともなるユキを演じる M・A・O さんは「ユキちゃんは、ほんわかした笑顔がとても魅力
的な女の子だと感じました。
『球場』での、激しく情熱的な部分とのギャップをしっかり表現できるように頑
張ります。アニメでのユキちゃんも、どうぞよろしくお願いします！」とコメント。今春の放送開始に向け
てますます期待が高まります。
BS スカパー! がお届けする、オリジナル連続アニメ『グラゼニ』をお楽しみに！！
プロモーションビデオはこちらよりご覧いただけます

https://www.bs-sptv.com/gurazeni/

■主題歌は、サイプレス上野とロベルト吉野の「メリゴ feat. SKY-HI」に決定！
気になるアニメ「グラゼニ」の主題歌はサイプレス上野とロベルト吉野の「メリゴ feat. SKY-HI」に決定！
作品をさらに盛り上げます！放送に向けて「この度は「メリゴ」を選んで頂きありがとうございます！連載
開始された時に『グラゼニ』というタイトルが強烈なパンチライン過ぎて手に取ったのを思い出します！ヒ
ップホップ界にも“ゼニ”は常につきまとうモノでして、よく『あいつは稼いでる』とか話が出ます。年俸表
示とか無いから、生活態度の変化とかから察するだけですが（笑）
。初のアニメ主題歌、地球は勝手に回るけ
ど自分達は自分で何かしなくちゃならないって気持ちを共に伝えられたらと思います！」とコメントが寄せ
られました。

■キャスト
凡田夏之介／cv 落合福嗣

プロ 8 年目の中継ぎ左腕。
プロとしてはギリギリの位置にいる選手であるため引退後の生活に不
安を持っており、常に「カネ」のことが頭から離れない。
12 球団の 1 軍選手の年俸をソラで言えるほどの「年俸マニア」
。
キャストプロフィール
名前 ：落合 福嗣（おちあい ふくし）
誕生日：8 月 20 日
出身 ：東京都
出演歴：『灰と幻想のグリムガル』モグゾー役、
『ダイヤのＡ SECOND SEASON』玉木浩司役、
『私立探偵ダークジェントリー』ケン役、他多数。

ユキ／cv M・A・O

恵比寿の食堂「キッチン味平」で働く看板娘。
夏之介が惚れて目を付けているが、他の客も大半がユキちゃん目当て
でやってくる。本作のヒロイン。
キャストプロフィール
名前 ：M・A・O（まお）
誕生日：2 月 1 日
出身 ：大阪府
出演歴：『七つの大罪 戒めの復活』メラスキュラ役、
『ひなこのーと』桜木ひな子役、
『ツインエンジェル BREAK』天月めぐる/エンジェルローズ役、他多数。

田辺／cv 二又一成

神宮スパイダース監督。夏之介を重用している。
キャストプロフィール
名前 ：二又 一成（ふたまた いっせい）
誕生日：3 月 15 日
出身 ：青森県
出演歴：『サザエさん』三郎役、
『めぞん一刻』五代裕作役、
『ツイン・ピークス The Return』ボビー・ブリッグス役、他多数。

迫田／cv 乃村健次

神宮スパイダースブルペンコーチ。かなりの強面。
中継ぎ投手陣の責任者。
キャストプロフィール
名前 ：乃村 健次（のむら けんじ）
誕生日：7 月 23 日
出身 ：岡山県
出演歴：『ONE PIECE』ジャック役、
『ドラゴンボール超』トッポ役、
『Fate／Apocry pha』獅子却界離役、他多数。

小里／cv 石野竜三

神宮スパイダース 1 軍ピッチングコーチ。
田辺監督と行動を共にすることが多い。
キャストプロフィール
名前 ：石野 竜三（いしの りゅうぞう）
誕生日：12 月 12 日
出身 ：東京都
出演歴：『戦国 BASARA』長曾我部元親役、
『デュエル・マスターズ ビクトリー』ぶっちゃけ役、
『新機動戦記ガンダム W』張五飛役、他多数。

徳永／cv 浪川大輔

野球解説者。3 年前に引退した元神宮スパイダースの投手。
夏之介と同郷のよき兄貴分。
キャストプロフィール
名前 ：浪川 大輔（なみかわ だいすけ）
誕生日：4 月 2 日
出身 ：東京都
出演歴：『ルパン三世シリーズ』石川五エ門役、
『ＤＡＹＳ』水樹寿人役、
『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』ギルベルト・ブーゲンビリア役、他多数。

渋谷／cv 星野貴紀

神宮スパイダースの先発投手。夏之介のよき同僚。
キャストプロフィール
名前 ：星野 貴紀（ほしの たかのり）
誕生日：5 月 8 日
出身 ：栃木県
出演歴：『ジャスティスリーグ』クラーク・ケント/スーパーマン役、
『THE KING OF FIGHTERS XIV』八神庵役、
『遊戯王シリーズ』ジャック・アトラス役、他多数。

松本アナ／cv 松本秀夫

オトワラジオのアナウンサー。作中で実在の人物と明言されており、モ
デルはフリーアナウンサーの松本秀夫。
キャストプロフィール
名前 ：松本 秀夫（まつもと ひでお）
誕生日：7 月 22 日
出身 ：東京都
主な出演番組：ニッポン放送「今夜もオトパラ」
、
ニッポン放送ショウアップナイター。

■原作「グラゼニ」とは
週刊『モーニング』
（講談社）にて 2010 年 12 月 より連載中の漫画「グラゼニ」は、成果主義であるプ
ロ野球を“夢を売る徹底した格差社会”として、
「カネ」をテーマにプロ野球のシビアな世界と生活を懸けたプ
ロ野球選手の日常を描く作品です。リアルな描写で野球界でのファンも多く、第 37 回講談社漫画賞を受賞。
その他、「このマンガがすごい！2012」ではオトコ編 第２位に、「全国書店員が選んだおすすめコミック
2012」では８位にランクインするなど注目を集めました。
現在、『グラゼニ』全 17 巻、
『グラゼニ 〜東京ドーム編〜』1〜13 巻が発売中。
モーニング公式サイト『グラゼニ』作品ページ

≪テレビアニメ「グラゼニ」放送概要≫

http://morning.moae.jp/lineup/109

※放送日時は変更になる場合がございます。

タイトル
：
「グラゼニ」
放送日時
：2018 年 4 月より
原作
：森高夕次、漫画・アダチケイジ「グラゼニ」
（講談社『モーニング』連載）
監督
：渡辺歩（
「ドラえもん」「宇宙兄弟」監督）
シリーズ構成・脚本 ：高屋敷英夫（
「めぞん一刻」
「逆境無頼カイジ」シリーズ構成）
キャラクターデザイン：大貫健一（
「MAJOR」
「ガンダムビルドファイターズ」キャラクターデザイン）
音楽
：多田彰文（
「ポケットモンスター劇場版」
「魔法使いプリキュア」ED 主題歌）
音響監督
：辻谷耕史（
「昭和元禄落語心中」
「シムーン」
）
音響制作
：Ai Addiction（
「地獄少女 宵伽」
「ノラガミ」
）
アニメーション制作 ：スタジオディーン（
「昭和元禄落語心中」
「GIANT KILLING」
「さんかれあ」
）
チャンネル
：BS スカパー!（BS241／プレミアムサービス 579）
・スカパー！オンデマンド
：スカパー! 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。
視聴方法
公式サイト
：https://www.bs-sptv.com/gurazeni/
公式 Twitter
：@sptv_gurazeni
製作
：スカパー! ・講談社

＜テレビアニメ「グラゼニ」はスカパー! オンデマンドでも配信！＞

スマートフォンや PC、タブレットでも手軽にスカパー! をお楽しみいただけま
す。ご契約者であれば専用アプリのダウンロードがオススメです。スカパー! 公式
サイトのログインページより My スカパー! ID を取得するだけで、スカパー! オン
デマンドでも当番組をご視聴いただけます。
※スカパー! オンデマンドサイトはコチラ
【https://vod.skyperfectv.co.jp/】

リリース情報は、こちらのサイトにも掲載されております。
「ヨムミル! ONLINE」 https://yomumiru.skyperfectv.co.jp

