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TV アニメ「八十亀ちゃんかんさつにっき」
３期の PV が公開︕
主題歌詳細、BS11 で 1 期＆２期一挙放送が決定︕
月刊 ComicREX（一迅社刊）にて大好評連載中、最新コミックス９巻が発売中の「八十亀ちゃんかんさつにっき」。2021
年１月から放送がスタートする TV アニメ第３期の PV が公開されました。Taiki（山崎大輝)が担当する主題歌の詳細も決定
し公開された PV で使用されています。
また、BS11 では３期のスタートを前に、これまで放送された 1 期・2 期の一挙放送も決定︕1 月のスタートに向けてますます
盛り上がる「八十亀ちゃんかんさつにっき」にご期待ください︕

【「八十亀ちゃんかんさつにっき ３さつめ」PV】
一迅社の YouTube チャンネルで公開しています。
https://youtu.be/B7gHGr3NTGo

【主題歌詳細】
タイトル︓「雑草魂なめんなよ︕」
歌︓Taiki（山崎大輝)
作詞・作曲︓成本智美 編曲︓賀佐泰洋
発売日︓2021 年 3 月 3 日（水）
発売／販売元︓MAGES.
【DVD 付盤】（CD＋DVD）品番︓USSW-0293／価格︓DVD 付盤 2500 円（税別）
※撮りおろしジャケット
※20P ブックレット
※初回限定生産で盤面ランダム直筆サイン入り
＜CD 収録内容＞
01︓雑草魂なめんなよ︕
02︓タイトル未定
03︓タイトル未定
04～06︓各 Off Vocal
＜DVD 収録内容＞
Music Video ・メイキング映像
【通常盤】（CD）品番︓USSW-0294／価格︓1600 円（税別）
※撮りおろしジャケット
＜CD 収録内容＞
01︓雑草魂なめんなよ︕
02︓タイトル未定
03︓タイトル未定
04～06︓各 Off Vocal
＜オリジナル店舗特典＞
●アニメイト︓複製サイン入り L 判ブロマイド(撮り下ろしアーティスト写真）
●Amazon.co.jp︓複製サイン入りメガジャケ
●HMV、HMV&BOOKS online︓複製サイン入り L 判ブロマイド(撮り下ろしアーティスト写真）
●あみあみオンラインショップ︓複製サイン入り L 判ブロマイド(撮り下ろしアーティスト写真）
●ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）︓複製サイン入り L 判ブロマイド(撮り下ろしアーティスト写真）
●ステラワース︓複製サイン入り 2L 判ブロマイド(撮り下ろしアーティスト写真）
●セブンネットショッピング︓複製サイン入り L 判ブロマイド(撮り下ろしアーティスト写真）
●ソフマップ・アニメガ(一部店舗除く)︓複製サイン入り L 判ブロマイド(撮り下ろしアーティスト写真）

●TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）／ TSUTAYA オンライン︓複製サイン入り L 判ブロマイド(撮り下ろしアーティスト
写真）
●ネオウィング︓複製サイン入り 2L 判ブロマイド(撮り下ろしアーティスト写真）
●楽天ブックス︓複製サイン入り L 判ブロマイド(撮り下ろしアーティスト写真）
●愛知県限定特典︓アナザージャケット”八十亀ちゃんかんさつにっき”ver.
※DVD 付盤、通常盤ともに対象となります。
※一部対象外の店舗がございます。詳細は各店へお問合せください。
※特典は数に限りがございます。
※愛知県限定特典は、愛知県内の店舗でご購入の方が対象となります。

【アニメ 1 期＆２期一挙放送】
BS11 12 月 31 日（木）18︓50～20︓29
『八十亀ちゃんかんさつにっき 1 期＆2 期 一挙放送』

【八十亀ちゃんかんさつにっき ３さつめ（やとがめちゃんかんさつにっき さんさつめ）作品概要】

原作コミックが電子含め累計 45 万部を突破し、その売上の約 70％は東海地方が占めているという Twitter 発の局地的大ヒッ
ト作漫画『八十亀ちゃんかんさつにっき』。おばあちゃん子で名古屋訛りが露骨な愛知県出身の女子高生八十亀最中(やとがめ
もなか／CV︓戸松遥）と東京都から引っ越してきた陣界斗(じんかいと／CV︓市来光弘）、最中と同じ高校に通う岐阜県出
身の只草舞衣(ただくさまい／CV︓若井友希）、三重県出身の笹津やん菜(ささつやんな／CV︓小松未可子）の 4 人の個
性的なキャラクターを通じて、名古屋や中京圏の方言や文化、県民性に触れることができるコメディ作品。静岡、大阪、京都をは

じめ他地区のキャラクターも続々登場して「ご当地」対決が多発中です︕

【あらすじ】
東京育ちの高校生、陣界斗（じんかいと）が転校した先の名古屋で出会ったのは方言丸出しの女子高生「八十亀最中」（や
とがめもなか）だった。ネコのような風貌と露骨な名古屋弁を操る八十亀ちゃんは全然懐いてくれず…。
かわいい八十亀ちゃんを観察し、名古屋の地位を向上させる、大人気局地コメディ!!

【キャスト】
八十亀最中︓戸松遥
陣界斗︓市来光弘
只草舞衣︓若井友希
笹津やん菜︓小松未可子
陣繁華︓東城日沙子
初内ララ︓南條愛乃
雀田来鈴︓松井恵理子
鉄平︓赤羽根健治
一天前紫春︓黒木ほの香
輿安七帆︓伊藤彩沙
土辺世瑠蘭︓長縄まりあ
辻優秀︓間島淳司 他

【主題歌】
タイトル︓「雑草魂なめんなよ︕」
歌︓Taiki（山崎大輝)
作詞・作曲︓成本智美 編曲︓賀佐泰洋

【スタッフ】
原作著者 安藤正基
総監督 ひらさわひさよし
キャラクターデザイン 早坂皐月
美術監督 河上均
色彩設計 小山知子
撮影監督 林幸司
音響監督 ひらさわひさよし
シリーズ構成 WORDS in STEREO
アニメーション制作 サエッタ
アニメーション制作協力 Creators in Pack / LEVELS
【放送局・放送スケジュール】
■テレビ愛知／毎週日曜 夜 9︓54～ 2021 年１月 10 日（日）スタート
■BS11／毎週日曜 夜 9︓55～ 2021 年１月 10 日（日）スタート
■AT-X／毎週水曜 夜 11:05～ 2021 年１月 13 日（水）スタート
※リピート放送︓毎週金曜 午前 11︓05～／毎週火曜 夕方 5︓05～

【配信スケジュール】
■ひかり TV／毎週日曜 夜 9︓55～ 2021 年１月 10 日（日）スタート
■d アニメストア、Video Market、music.jp、DMM.com、GYAO!ストア、COCORO VIDEO、あにてれ
ニコニコ動画、ABEMA、TSUTAYA TV
毎週木曜 夜 9︓55~ 2021 年 1 月 14 日（木）スタート

【アニメ２期 再放送スケジュール】
■テレビ愛知
◎番組名 「１月新作スタート︕八十亀ちゃん傑作選」
12 月 13 日（日） 11︓10～11︓25
12 月 20 日（日） 11︓10～11︓25
12 月 25 日（金） 17︓10～17︓25
12 月 27 日（日） 11︓10～11︓25
◎番組名「こんや新作スタート︕八十亀ちゃん」（アニメ 1 期の一部を放送）
2021 年 １月１０日（日） 11︓10~11︓25
■AT-X
◎1-6 話

12 月 15 日（火）24:00～24:30
12 月 17 日（木）16:00～16:30 ※リピート放送
12 月 21 日（月）8:00～8:30 ※リピート放送
◎7-12 話
12 月 22 日（火）24:00～24:30
12 月 24 日（木）16:00～16:30 ※リピート放送
12 月 28 日（月）8:00～8:30 ※リピート放送

【公式ウェブサイト】 https://yatogame.nagoya/
【アニメ公式 Twitter】@yatogame_chan ハッシュタグ︓#八十亀ちゃん
【原作情報】
『八十亀ちゃんかんさつにっき』（「月刊 ComicREX」連載中）
『八十亀ちゃんかんさつにっき』（REX COMICS 刊） 1～9 巻発売中
©安藤正基・一迅社／八十亀ちゃん３製作委員会

