NEWS & PRESS RELEASE
【2020年～2021年 年末年始特別番組のお知らせ】

2020年１2月24日

地上波初放送！劇場版アニメ『機動戦士ガンダムNT』や
12時間に渡る長時間特番など
おうちで楽しめるアニメ関連番組が目白押し！

～年末年始 “アニメ関連特別番組” 放送情報～
東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）は、2020年～2021年の年末年始に、視聴者の
皆様におうちで楽しんでいただけるアニメ関連の特別番組を放送いたします。
大晦日には、人気シリーズ『Fate』の最新情報から初公開映像までをお届けする『Fate Project 大晦日
TVスペシャル 2020』を放送。また、元日夜10時から翌朝10時まで、12時間に渡ってお送りするアニメ
『D4DJ First Mix』の特別番組は、アニメの一挙放送や、出演人気声優によるバラエティパートなど、内容盛
りだくさんでお届けします。
さらに、地上波初放送となる劇場版アニメも放送。『Re:ゼロから始める異世界生活 氷結の絆』、『映画 プリ
キュアミラクルユニバース』、劇場版『新幹線変形ロボ シンカリオン 未来からきた神速のＡＬＦＡ-Ｘ』や、ガンプ
ラ40周年記念特番の『機動戦士ガンダムNT』といった必見の劇場版アニメが目白押しです。
年末年始は、充実のアニメ関連番組を見ながら、おうちで過ごしてみてはいかがでしょうか。
また、2021年もTOKYO MXのアニメ関連番組にもご期待ください！

「グランブルーファンタジー」人気声優と今年を振り返り！

ぐらぶるＴＶちゃんねるっ！年末ＳＰ
放送日時：2020年12月31日（木） 19:00～20:00

（TOKYO MX1）

今年も大晦日にお届けする１時間スペシャル！
小野友樹＆加藤英美里が、白石稔・立花理香・逢坂良太をゲストに迎えて、番組の
思い出から「グランブルーファンタジー」のことまで、この１年を振り返ります！

© Cygames,Inc.

【ＭＣ】 小野友樹（グラン／ランスロット役）、加藤英美里（シェロカルテ役）
【ゲスト】 白石稔（ローアイン役）、立花理香（ユイシス役）、逢坂良太（パーシヴァル役）

地上波初放送！ 2nd season 後半クール前に“OVA第2弾”を放送！

Re:ゼロから始める異世界生活 氷結の絆
放送日時：2020年12月31日（木） 20:30～22:00

（TOKYO MX1）

2019年に劇場上映された、アニメ完全新作エピソード第2弾『Re:ゼロから始める
異世界生活 氷結の絆』を地上波初放送でお届け！『Re:ゼロから始める異世界生活』
の2nd season 後半クールの放送前に、エミリアとパックの出会いの物語を、ぜひ
ご覧ください。
【ストーリー】
――運命なんて安っぽいものに、ボクもこの子も負けないよ。
かつて世界を滅ぼしかけ、四百年を過ぎた今なお人々にとっての恐怖の対象であり、忌み嫌われ続ける存在である《嫉妬の魔
女》。伝説によれば、彼女は紫紺の瞳を持つ銀髪のハーフエルフであったという。
雪と氷に覆われたエリオール大森林に、たった一人で暮らすエミリアは、嫉妬の魔女に瓜二つという理由から、魔女と恐れられ
ていた。誤解され、傷つき、それでも小さな希望を持って、孤独を生きていたエミリアの前に現れたのは、小さな猫の姿をした
精霊だった。

【キャスト】
エミリア：高橋李依 パック：内山夕実 ナツキ・スバル：小林裕介
レム：水瀬いのり ラム：村川梨衣 ロズワール・L・メイザース：子安武人
©長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会

完全新作ショートアニメも放送！Fateづくしの大晦日！

Fate Project 大晦日TVスペシャル 2020
放送日時：2020年12月31日（木） 22:00～23:58

（TOKYO MX1）

ナビゲーターにマフィア梶田さん・川澄綾子さんを迎え、トークゲストとして植田佳奈さん・島
崎信長さん・杉山紀彰さんをお招きし、公開された劇場作品や「Fate/Grand Order」関連
タイトル、「Fate/EXTRA Record」、家庭用ゲーム「毎日♪ 衛宮さんちの今日のごはん」な
ど、Fateシリーズの多数作品について語り明かします！
さらに…、「Fate/Grand Order」完全新作ショートアニメも放送決定！
さまざまな作品の最新情報から初公開映像まで、2020年の大晦日をFateと一緒に楽しみ
ましょう！

【メインナビゲーター】 マフィア梶田、川澄綾子
【トークゲスト】 植田佳奈、島崎信長、杉山紀彰

© TYPE-MOON / FGO PROJECT © TYPE-MOON / FGO6 ANIME PROJECT © TYPE-MOON・ufotable・FSNPC
© TYPE-MOON / FGO ARCADE PROJECT © TAa・KADOKAWA・TYPE-MOON / 「衛宮さんちの今日のごはん」製作委員会
© TYPE-MOON / studio BB All Rights Reserved. © TYPE-MOON / FGC PROJECT2020 DREAMWORKS LLC AND TWENTIETH CENTURY OX FILM CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

ファン必見！アニメ一挙放送や、出演人気声優のトークコーナーなど盛りだくさん！

D4DJ TV お正月12時間スペシャル2021
放送日時：2021年1月1日（金） 22:00～1月2日（土）10:00

©bushiroad All Rights Reserved.

（TOKYO MX1）

2021年はお正月から「D4DJ」をたっぷりとお届け！
「DJ」をテーマにした音楽メディアミックスコンテンツ「D4DJ」を余すことなく
楽しめる新春12時間特番♪
アニメ『D4DJ First Mix』の一挙放送や、出演人気声優によるバラエティパ
ートなど放送します！バラエティパートでは、出演者がスマートフォン向けリズム
ゲーム「D4DJ Groovy Mix」で対決するなど、ファンの方必見の内容をお届け
します！
【出演】
西尾夕香、 各務華梨、 三村遙佳、 志崎樺音

ほか

地上波初放送！ ゲスト声優・梶裕貴が出演！総勢13人のプリキュアが集結！

映画 プリキュアミラクルユニバース
放送日時：2021年1月2日（土） 10:00～11:20

（TOKYO MX1）

人気アニメ「プリキュア」シリーズから、ゲスト声優として梶 裕貴さんが出演し話
題となった2019年公開の劇場版を地上波初放送します！
キラキラ星の世界へワープ☆ミラクルライトの秘密を探しに行こう！
【ストーリー】
わたし、星奈ひかる！ある日星をみていたら、宇宙にワープしちゃった！？キラやば～☆この宇宙のどこ
かにミラクルライトを作る惑星があるって本当？あれ？えぇ～！？いきなり光が消えて、星たちが闇に包ま
れていく！？このままじゃ世界が真っ暗になっちゃう…大ピーンチ！！でも、宇宙の光を取り戻す為に絶対
にあきらめない！だからみんな、応援して！

【キャスト】
星奈ひかる／キュアスター：成瀬瑛美 羽衣ララ／キュアミルキー：小原好美
天宮えれな／キュアソレイユ：安野希世乃 ヤンゴ／梶裕貴 ほか
©2019 映画プリキュアミラクルユニバース製作委員会

地上波初放送！ お正月からガンダム！ガンプラ尽くし！

ガンプラ40周年記念『機動戦士ガンダム NT』特番
放送日時：2021年1月2日（土） 19:30～21:30

（TOKYO MX1）

ガンプラ40周年を記念し、2018年公開の映画『機動戦士ガンダムNT』や、最新のガ
ンプラ情報をお届けする情報バラエティコーナー「G40インフォメーション2」を放送し
ます。ガンダム尽くしのお正月のスペシャルプログラムは必見です。
『機動戦士ガンダムNT』は地上波初放送となります。
「G40インフォメーション2」では、 2020年12月19日にオープンした「GUNDAM
FACTORY YOKOHAMA」の先行取材！“動くガンダム”を前にゲストの土田晃之さ
ん、カズレーザーさんがガンダム・ガンプラにまつわるトークを繰り広げます！

【『機動戦士ガンダムNT』キャスト】
ヨナ・バシュタ：榎木淳弥 ミシェル・ルオ：村中 知 リタ・ベルナル：松浦愛弓 ほか
【「G40インフォメーション2」出演者】
土田晃之、カズレーザー
© 創通・サンライズ

バンドごとに今年を振り返る！ライブ特別編集版も放送！

朝までバンドリ！TV 2021
放送日時：2021年1月2日（土） 22:00～1月3日（土）10:00

（TOKYO MX1）

2021年もお正月から「BanG Dream!」をたっぷりとお届け！
これまでのバンドリ！プロジェクトを各バンドごとに振り返る新春12時間特番♪
オープニングでは、「Poppin'Party」と「Morfonica」が新年の挨拶と、プロジェ
クト振り返りトップバッターとして「Poppin'Party」のガルパストーリーと楽曲を振
り返る特別企画「Poppin'Party History」をお送りします！
ほかにも、過去のライブ映像を番組特別編集版でたっぷりとお見せいたします！

©BanG Dream! Project

【出演】
愛美、 大塚紗英、 伊藤彩沙、 進藤あまね、 直田姫奈、 西尾夕香

ほか

地上波初放送！ TVアニメでは描かれなかったシンカリオン誕生の秘密とは！？

劇場版『新幹線変形ロボ シンカリオン 未来からきた神速のＡＬＦＡ-Ｘ』
放送日時：2021年1月3日（日） 10:00～11:24

（TOKYO MX1）
※全角・半角表記にご注意ください

Ｅ５系はやぶさ、Ｎ７００Ａのぞみ等実在する新幹線が変形するロボット「シンカリ
オン」の運転士となったハヤトら子供たちが、新幹線超進化研究所の大人たちと協
力して敵に立ち向かう物語を描いたTVアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオン』。
劇場版では、次世代新幹線開発のための試験車両「ＡＬＦＡ-Ｘ」が早くもシンカリオ
ンへと変形し、新たな運転士とともに日本の平和と安全を守るため、戦いに挑む。
TVアニメでは描かれなかったシンカリオン誕生の秘密、ＡＬＦＡ-Ｘが繋ぐ現在と未
来、ハヤトとホクトの親子の絆…。シンカリオンだからこそ描ける時空を超えた感動
の戦いが今、始まる！！
【キャスト】
速杉ハヤト：佐倉綾音
©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/ 超進化研究所・The Movie 2019 ©カラー

男鹿アキタ：沼倉愛美

大門山ツラヌキ：村川梨衣

ほか

2021年2月、劇場版公開に先駆けて！TVシリーズを一挙放送！

劇場版公開記念「プリンセス・プリンシパル」ＴＶシリーズ正月一挙放送ＳＰ
放送日時：2021年1月3日（日） 12:00～18:00

（TOKYO MX1）

2021年2月11日に劇場公開される新作「プリンセス・プリンシパル
Crown Handler 第1章」。劇場版公開を記念してお正月に『プリンセス・プ
リンシパル』TVシリーズ一挙放送します！
すでにご覧いただいた方も、まだご覧いただいていない方も、三箇日のお
うち時間のお供にぜひご視聴ください！
【ストーリー】
19世紀末ロンドン。共和国のスパイ集団であるチーム白鳩に新たな任務が課せられた。
それはとある古本屋店主の共和国への受け渡し。王国により拘置所に拘束されていた古本屋店主をアンジェとドロ
シー、ちせの連携で奪還に成功する。
一方その頃、王国では女王暗殺未遂事件を契機に“スパイ狩り”が激しさを増し、共和国側のコントロールでは緊張が
張り詰めていた。コントロールは、王国王室に派遣しているスパイが“二重スパイ”である可能性があると推測。真相
を探るため、チーム白鳩に王室内に送り込んでいるスパイ、コードネーム“ビショップ”との接触を命じる。
果たして、新たな任務の行方は。そして“ビショップ”とは何者なのか―――
© Princess Principal Project

【キャスト】
アンジェ：古賀 葵 プリンセス：関根明良 ドロシー：大地 葉
ベアトリス：影山 灯 ちせ：古木のぞみ ほか

今年の放送を一挙に！未公開トークも大放出！

コミックBAR Renta! お正月3時間一挙放送SP 2021
放送日時：2021年1月3日（日） 20:00～23:00

（TOKYO MX1）

森嶋秀太さん扮するマンガ好きのバーのマスターのもとに、毎回ゲストの男
性声優が“客”として訪れ、話題のマンガについて語り合うバラエティ番組
『コミックBAR Renta! 』。
年始特番では、2020年1月～12月の放送を一挙放送します！
さらに、放送時には泣く泣くカットした未公開トークも公開！
人気声優が続々登場し、貴重な映像満載でお届けします。

出演：森嶋秀太(マスター)、その他ゲストは下記公式HP参照
番組公式HP：
https://s.mxtv.jp/variety/comicbar_renta/sp2021.html

本件に関するお問い合わせ
ＴＯＫＹＯ ＭＸ 編成局 編成部

