2021 年 11 月 19 日(金)
株式会社ブシロードムーブ

報道関係各位

TV アニメ「異世界美少女受肉おじさんと」
OP テーマは福山芳樹、ED テーマは Luce Twinkle Wink☆に決定！
2022 年 1 月 11 日（火）よりテレビ東京にて放送開始！
追加キャストに遠野ひかる、進藤あまねも！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：橋本義賢）のグループ会社にあたる株式会社ブシ
ロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：中尾祐子）は、株式会社 Cygames（本社：東京都渋
谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）が運営するマンガ配信サービス「サイコミ」にて連載中『異世界美少女受肉おじ
さんと(ファンタジーびしょうじょじゅにくおじさんと)』（著：池澤真・津留崎優）の TV アニメ『異世界美少女受肉おじさん
と』の主題歌情報と放送情報、追加キャストを公開したことをご案内致します。
報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただきますよう、お願い申し上げます。

2022 年 1 月 11 日（火）放送開始 TV アニメ「異世界美少女受肉おじさんと」
主題歌情報を解禁！

平凡なサラリーマンが異世界で美少女に転生し、一緒に転生した親友と魔王を倒す冒険に出る狂気の異世界ラブコメ
ディー『異世界美少女受肉おじさんと』、その TV アニメ主題歌が決定しました！

OP テーマを担当するのは、日本を代表するアニソングループ「JAM Project」のメンバーで、熱い歌声で多くのファンを熱
狂させてきたアニソン界の大ベテラン、福山芳樹。 ED テーマは“輝く瞬間（とき）をトキメキに”をキャッチフレーズに活動
し、多くのアニメ主題歌を歌唱してきた Luce Twinkle Wink☆が担当！
おっさんと元おっさん美少女の絶対に惚れてはいけない異世界ラブコメディーの世界観を、ジャンルの違う２組のアーティス
トが表現します！
■CD リリース情報
◯OＰテーマ
福山芳樹「暁のサラリーマン」
2022 年 1 月 26 日発売
GNCA-0660 （税抜 1200 円、税込 1320 円）
◯ED テーマ
Luce Twinkle Wink☆「“FA“NTASY と！」
2022 年 3 月 9 日発売
初回限定盤：GNCA-0664（税抜 1818 円、税込 2000 円）
通常盤Ａ：GNCA-0665（税抜 1182 円、税込 1300 円）
通常盤Ｂ：GNCA-0666（税抜 1182 円、税込 1300 円）
■アーティスト情報
＜福山芳樹プロフィール＞

1988 年「ハミングバード」を結成。1990 年、「AXIA・ミュージック・オーディション」にて歌部門最優秀賞を受賞
1991 年 6 月に「ハッピーバースデイ」でデビュー。
1994 年、福山芳樹単独で TV アニメ「マクロス 7」の主題歌、吹き替えボーカルを担当し、FIRE BOMBER（アニメ
中のバンド名）名義でリリースしたアルバム「LET'S FIRE」が大ヒット。この年の日本ゴールドディスク大賞、アニメ部門ア
ルバム・オブ・ジ・イヤーを受賞。
2000 年 5 月、「ハミングバード」解散。2003 年 8 月、アルバム「叫ぶ男の肖像」でソロデビュー。
同年、日本を代表するアニソングループ「JAM Project」に加入。

ソロ名義として、アニメ「OVERMAN キングゲイナー（キングゲイナー・オーバー!）」「仮面のメイドガイ（ワクガイ!!）」、
PC ゲーム「置き場がない！（獣になれ!）」「放課後の不適格者(鵺の森)」等の数々の作曲・歌唱を担当。
中でも 2006 年 TV アニメ「武装錬金」のオープニング曲「真赤な誓い」はスマッシュヒットを記録し話題となる。
2015 年 3 月ランティスよりアルバム「マグノリア」を発表。
2017 年 8 月 5 年ぶりとなるフルアルバム「LONDON MAGIC」 を STEREOPHONIC(MOJOST)より発表。
2018 年 8 月に GAME「姫神革命ゼンノバ」OP シングル「孤独な原子」を発表。
2019 年 9 月、マクロス 7 25 周年記念『BASARA EXPLOSION2019』FRON FIRE BOMBER を開催
2020 年、コロナ禍においても歩みを止めず、国内のみならず、海外へ向けての Live 配信を行う。
2021 年ファーストアルバムに収録されている、未完成だった「誰かが君を待っている」に新たな構成が追加され、リレコー
ディング!
新作「DragonEye」をリリース乙女のポリシー」の作曲などで知られる永井ルイとタッグを組み新たな展開を見せる
ライブ活動は国内を中心に定期的にツアーを続け、アジア・北南米・ヨーロッパなど世界へも広げている。
＜Luce Twinkle Wink☆＞

“輝く瞬間（とき）をトキメキに”をキャッチフレーズに、可愛らしさと思いっきりの良いダンスで「熱くてキラキラ輝く」ステージ
を届ける、宇佐美幸乃、板山紗織、咲本美桜、城崎桃華、小泉かのんによる 5 人組ユニット。
インディーズ CD ながら、リリースした 2 枚のシングルはオリコン総合ウィークリーチャートで 9 位、6 位と、ともにトップ 10 内
にランクインさせた実力派グループが、2015 年 10 月に PlayStation Vita 用ソフト「To LOVE る－とらぶる－ダークネ
ストゥループリンセス」主題歌「恋色♡思考回路」でメジャーデビュー。
その後も、TV アニメ『ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った？』や TV アニメ『たとえばラストダンジョン前の村の少年が序盤
の街で暮らすような物語』などのアニメ主題歌を担当。
● Luce Twinkle Wink☆ オフィシャルサイト
https://luce-twinkle-wink.com/
● Luce Twinkle Wink☆ オフィシャルブログ
https://ameblo.jp/luce-twinkle-wink/
● メンバー公式 Twitter
宇佐美幸乃：https://twitter.com/usami_yukino/
https://www.instagram.com/usami_yukino/

板山紗織：https://twitter.com/itayama_saori/
https://www.instagram.com/itayama_saori15/
咲本美桜：https://twitter.com/mio_sakimoto312/
https://www.instagram.com/sakimoto_mio/
城崎桃華：https://twitter.com/srsk_momoka
小泉かのん：https://twitter.com/kizm_kanon
■追加キャスト発表
主人公の橘や神宮寺を異世界に飛ばした「愛と美の女神」の信徒であるエルフ族、サテイナ・ウルティナのキャストが決
定！
◯サテイナ（CV.遠野ひかる）

エルフの頭目、ティロリロ・リリリ・ルーの部下。物腰柔らかく、いつも頭目の自分勝手な行動に振り回されている。
◯ウルティナ（CV.進藤あまね）

エルフの頭目、ティロリロ・リリリ・ルーの部下。サテイナの天然ボケのツッコミ役。
■放送情報
2022 年１月よりテレビ東京・BS テレ東にて放送開始が決定いたしました。

テレビ東京

2022 年 1 月 11 日(火)より毎週火曜深夜 0 時〜

BS テレ東

2022 年 1 月 14 日(金)より毎週金曜深夜 0 時 30 分〜

※放送情報は変更になる場合がございます。
―――――――――――――
■原作情報
株式会社 Cygames が運営するマンガ配信サービス「サイコミ」のオリジナル作品。連載当初からファンの熱狂的な支持
をうけ、連載から 1 年半でアニメ化決定が発表された。現在コミックス 1〜5 巻発売中（5 巻は本日 10 月 18 日発
売）。
原作とアニメの公式 Twitter アカウントはこちら。
https://twitter.com/fabiniku
8 月に行った原作者インタビューも公開中。公開当初、アクセスランキング１位も獲得！

【ファンの課金でアニメ化決定？】1 年半での爆速アニメ化発表、その決め手とは…！？『異世界美少女受肉おじさ
んと』敏腕編集者が語る“アニメ化戦略”
https://animeanime.jp/article/2021/09/14/63902.html
■あらすじ
「行くぞ神宮寺」
「あぁ、俺たちで魔王を倒す」
「「俺たちが、互いに惚れる前に！！」」
平凡なサラリーマン生活を送っていた幼馴染の橘日向(32)と神宮寺司(32)。
二人はとある合コンの帰り道に、女神を名乗る謎の存在によって異世界に飛ばされてしまう。
そこで神宮寺が目にしたのは、金髪碧眼美少女の姿に変わり果てた親友の姿だった…!?
美少女の姿になった橘を見て、あまりの可愛さに戸惑う神宮寺。
女性の身体になったことで、神宮寺のかっこよさにグッと来てしまう橘。
しかし元は親友同士。この関係を壊さないためにも、一刻も早く魔王を打倒して元の姿に戻らなければならない。

そう、お互いがお互いを好きになる前に――。
これは、おっさんと元おっさん美少女の、絶対に惚れてはいけないラブコメディー
■アニメ公式 HP
https://fabiniku.com
■アニメ PV 第 1 弾
https://youtu.be/Awp_B8E2Ktg

YouTube「ブシロード公式チャンネル」にて、TV アニメ「異世界美少女受肉おじさんと(ファンタジーびしょうじょじゅにくおじ
さんと)」の PV 第 1 弾を公開いたしました！
■アニメーション制作会社
株式会社 OLM Team Yoshioka
担当作品：『オッドタクシー』、『キラキラハッピー★ ひらけ!ここたま』、『異世界食堂 2』など
■STAFF
原作：池澤真・津留崎優/Cygames
監督：山井紗也香
シリーズ構成：竹内利光
キャラクターデザイン：大和葵
音響監督：亀山俊樹
音楽：渡辺剛
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
アニメーション制作：OLM Team Yoshioka
製作：ファ美肉製作委員会

■CAST
・橘日向（女）：M・A・O
・神宮寺司：日野聡
・橘日向（男）：伊東健人
・愛と美の女神：釘宮理恵
・ティロリロ・リリリ・ルー：藤井ゆきよ
・サテイナ：遠野ひかる
・ウルティナ：進藤あまね
・ナレーション：江原正士
and more
────────────────────────────────────────
※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。
【©️池澤真・津留崎優・Cygames / ファ美肉製作委員会】

