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SHOW BY ROCK!!製作委員会M

SHOW BY ROCK!!TVアニメ新シリーズ

「SHOW BY ROCK!!STARS!!」の制作が決定
キービジュアルや放送情報、監督・キャストが早くも解禁!!
アニメ公式HP︓https://showbyrock-anime-s.com/
2012年にスタートした、株式会社サンリオ初となるゲーム・アニメファン向けのバンドをテーマにしたキャラクタープロ
ジェクト『SHOW BY ROCK!!』。
本⽇最終話を迎えたTVアニメ「SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!」に続き、新シリーズとなる「SHOW
BY ROCK!!STARS!!」を制作することを決定いたしました。また、新シリーズのキービジュアルや放送情報、監督・
キャストを解禁いたします。

TVアニメ新シリーズの制作が決定︕キービジュアルも解禁︕
2020年3⽉26⽇(⽊)に「SHOW BY ROCK!!ましゅまい
れっしゅ!!」最終話の放送終了後の予告映像にて、TVアニ
メ新シリーズ「SHOW BY ROCK!!STARS!!」の制作を発
表いたしました。
発表にあわせて公開したキービジュアルには「SHOW BY
ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!」に登場した
「Mashumairesh!!」のほわんをはじめ、「プラズマジカ」のシ
アンなど「SHOW BY ROCK!!」シリーズで活躍したバンドの
⾯々が⼤集合。TVシリーズでは初登場となる
「Yokazenohorizon」のリカオが描かれているのもポイント
です。
キャストは、「Mashumairesh!!」「プラズマジカ」
「DOKONJOFINGER」「シンガンクリムゾンズ」
「REIJINGSIGNAL」「トライクロニカ」「徒然なる操り霧幻
庵」「クリティクリスタ」「BUDVIRGINLOGIC」
「ARCAREAFACT」「Yokazenohorizon」の11バンドの
メンバーたち。個性豊かなバンドたちがどのように関わっていく
のか、ご注⽬ください。
総監督は「SHOW BY ROCK!!」「SHOW BY ROCK!!#」「SHOW BY ROCK!!しょ〜と!!」の監督を務めた
池添隆博、演出を務めていた⼭岸⼤悟が今作の監督を務めます。シリーズ構成は全シリーズに関わっている待⽥
堂⼦、脚本で「SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!」のシリーズ構成を務めた⽥沢⼤典も参加。キャラクターデ
ザインは全シリーズに関わっている永作友克、メインスタッフとして「SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!」でキャ
ラクターデザインを担当した伊藤晋之と、同作でメインアニメーターを務めた⽯⽑理恵も参加いたします。アニメーショ
ン制作は「SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!」に引き続き､キネマシトラスが担当。キャスト、スタッフ共にTVア
ニメ全シリーズのオールスター勢揃いとなっている。
TVアニメ「SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!」が好評のうちに放送を終え、また熱狂バンドリズムゲーム
「SHOW BY ROCK!!Fes A Live」が配信開始し、3⽉16⽇(⽉)には100万DLを突破。さらには「SHOW BY
ROCK!!」として「Animelo Summer Live 2020 -COLORS-」に出演決定と、ますます盛り上がる「SHOW
BY ROCK!!」。新シリーズにもご期待ください。
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■TVアニメ「SHOW BY ROCK!!STARS!!」
【放送情報】
TOKYO MX、BSフジ、北海道⽂化放送ほかにて放送予定
【スタッフ】
原作︓サンリオ
総監督︓池添隆博
監督︓⼭岸⼤悟
シリーズ構成︓待⽥堂⼦
キャラクターデザイン︓永作友克
CG Producer︓吉岡宏起
CG Production︓株式会社 ENGI
⾳響監督︓郷 ⽂裕貴
⾳楽制作︓ポニーキャニオン
アニメーション制作︓キネマシトラス
公式HP︓http://showbyrock.com/
公式Twitter︓https://twitter.com/SHOWBYROCK
アニメ公式HP︓https://showbyrock-anime-s.com/
アニメ公式Twitter︓https://twitter.com/SB69A
YouTube「SHOW BY ROCK!!公式チャンネル」︓
https://www.youtube.com/channel/UCxikVuMd2DSShhYryNEvTJg
「SHOW BY ROCK!! Fes A Live」公式HP︓
https://showbyrock-fes.com/
【キャスト】
＜Mashumairesh!!＞
ほわん︓遠野ひかる
マシマヒメコ︓夏吉ゆうこ
デルミン︓和多⽥美咲
ルフユ︓⼭根 綺

＜プラズマジカ＞
シアン︓稲川英⾥
チュチュ︓上坂すみれ
レトリー︓沼倉愛美
モア︓佐倉綾⾳

＜DOKONJOFINGER＞
ヤス︓伊東健⼈
ハッチン︓⼩松昌平
ジョウ︓⼩野友樹
双循︓⽩井悠介

＜シンガンクリムゾンズ＞
クロウ︓⾕⼭紀章
アイオーン︓内⼭昂輝
ヤイバ︓柿原徹也
ロム︓細⾕佳正
＜クリティクリスタ＞
ロージア︓⽇⾼⾥菜
ツキノ︓茅野愛⾐
ホルミー︓五⼗嵐裕美
ジャクリン︓村川梨⾐

＜REIJINGSIGNAL＞
ララリン︓Lynn
スモモネ︓芹澤 優
ういうい︓鈴⽊みのり

＜トライクロニカ＞
シュウ☆ゾー︓宮野真守
リク︓村瀬 歩
カイ︓逢坂良太

＜徒然なる操り霧幻庵＞
阿︓早⾒沙織
吽︓松井恵理⼦
ダル太夫︓潘 めぐみ
＜BUDVIRGINLOGIC＞
アイレーン︓野⼝瑠璃⼦
ペイペイン︓⽥中あいみ
ハンドレッコ︓⽊⼾⾐吹

＜ARCAREAFACT＞
チタン︓⼩林裕介
オリオン︓⼋代 拓
セレン︓筆村栄⼼
アルゴン︓沢城千春

＜Yokazenohorizon＞
リカオ︓古川 慎
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ほか

＜SHOW BY ROCK!!について＞
バンドをテーマとしたサンリオのキャラクタープロジェクト『SHOW BY ROCK!!』（ショウ・バイ・ロック !!）は、サンリオ初
のゲーム・アニメファン向けキャラクタープロジェクトとして2012年にスタートしました。2015年、2016年にはTVアニメ化
もされ、2020年は「SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!」が好評のうちに放送を終え、それと同時に新シリーズア
ニメ「SHOW BY ROCK!!STARS!!」を制作することが決定。また同⽉、完全新作タイトルとなるゲームアプリ『SHOW
BY ROCK!! Fes A Live』が配信を開始し、3⽉16⽇(⽉)には100万DLを突破しました。
他にも、ライブイベントやミュージカル、カフェ、グッズ展開など、バラエティに富んだ企画をこれまでも実施してきています。
ますます広がるSHOW BY ROCK!!の世界に今後もご期待ください。
＊画像を使⽤の際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。
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画像素材ダウンロードURL ▶ http://pr5.work/9/SB69
【SHOW BY ROCK!!に関するお問い合わせ】
株式会社サンリオ マーケティング本部
TEL︓03-3779-8051
URL︓ http://www.sanrio.co.jp/
〒141-8603 東京都品川区⼤崎1-11-1
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【参考資料】 商品発売情報
■TVアニメ「SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!」
Blu-ray & DVDシリーズ第1巻
好評発売中
◆品番 Blu-ray︓PCXE.50941／DVD︓
PCBE.56121
◆価格 7,000円（本体）＋税
◆収録話 第1話、第2話
◆特典
・完全新作スペシャルキャラクターソングCD①
track1『たからものはきみと』
作詞・作曲・編曲︓鈴⽊裕明 （SUPA LOVE）
歌︓ほわん（CV.遠野ひかる）

■TVアニメ「SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!」
Blu-ray & DVDシリーズ第２巻
◆発売⽇ 2020年4⽉15⽇（⽔）
◆品番 Blu-ray︓PCXE.50942／DVD︓PCBE.56122
◆価格 7,000円（本体）＋税
◆収録話 第3話、第4話
◆特典
・完全新作スペシャルキャラクターソングCD②
track1『シンデレラストーリー』
作詞・作曲・編曲︓トミタカズキ （SUPA LOVE）
歌︓デルミン（CV.和多⽥美咲）

track2『Rainy Girl』
作詞・作曲・編曲︓Yugo Ichikawa （Felion Sounds）
歌︓マシマヒメコ（CV.夏吉ゆうこ）

track2『ラストジャッジ』
作詞︓宮嶋淳⼦ （SUPA LOVE）／作曲・編曲︓トミタカズキ (SUPA
LOVE)
歌︓ルフユ（CV.⼭根 綺）

・イベントチケット優先販売申込券
-イベント名
「DOKONJOFINGER真夏の全校集会イベントは鉄板です。 よろしくおねが
いしまーす︕︕」 昼の部
-出演者（予定）
伊東健⼈（ヤス 役）、 ⼩松昌平（ハッチン 役）、
⼩野友樹（ジョウ 役）、⽩井悠介（双循 役）
-⽇程︓2020年7⽉12⽇（⽇）
-内容（予定）︓ライブ など
・キャラクターデザイン︓伊藤晋之描き下ろしデジパック
・スペシャル三⽅背クリアケース
・ピクチャーレーベル

・イベントチケット優先販売申込券
-イベント名︓
「DOKONJOFINGER真夏の全校集会イベントは鉄板です。 よろしくおねがいし
まーす︕︕夜の部
-出演者（予定）︓
伊東健⼈（ヤス 役）、 ⼩松昌平（ハッチン 役）、
⼩野友樹（ジョウ 役）、⽩井悠介（双循 役）
-⽇程︓2020年7⽉12⽇（⽇）
-内容（予定）︓ライブ など
・キャラクターデザイン︓伊藤晋之描き下ろしデジパック
・スペシャル三⽅背クリアケース
・ピクチャーレーベル

◆映像特典
・ノンクレジットオープニング
・ノンクレジットエンディング①②

◆映像特典
ノンクレジットED③④・PV集①

■TVアニメ「SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!」
Blu-ray & DVDシリーズ第３巻
◆発売⽇ 2020年5⽉20⽇（⽔）
◆品番 Blu-ray︓PCXE.50943／DVD︓PCBE.56123
◆価格 7,000円（本体）＋税
◆収録話 第5話、第6話
◆特典

■TVアニメ「SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!」
Blu-ray & DVDシリーズ第４巻
◆発売⽇ 2020年6⽉17⽇（⽔）
◆品番 Blu-ray︓PCXE.50944／DVD︓PCBE.56124
◆価格 7,000円（本体）＋税
◆収録話 第7話、第8話
◆特典

track2『Stinger』
歌︓ハッチン（CV.⼩松昌平）

track2『FIELD HEART』
歌︓双循（CV.⽩井悠介）

・イベントチケット優先販売申込券
-イベント名
「REIJINGSIGNAL PARTY 〜おいでマモーレ達︕今夜のご馳⾛はキミ
だ︕〜」 昼の部

・イベントチケット優先販売申込券
-イベント名
「REIJINGSIGNAL PARTY 〜おいでマモーレ達︕今夜のご馳⾛はキミ
だ︕〜」 夜の部
-出演者（予定）
Lynn（ララリン 役）、 芹澤優（スモモネ 役）、 鈴⽊みのり（ういうい
役）
-⽇程︓2020年8⽉2⽇（⽇）
-内容（予定）︓ライブ など
・キャラクターデザイン︓伊藤晋之描き下ろしデジパック
・スペシャル三⽅背クリアケース
・ピクチャーレーベル

・完全新作スペシャルキャラクターソングCD③
track1『ワールドワールドワールド』
歌︓ヤス（CV.伊東健⼈）

-出演者（予定）
Lynn（ララリン 役）、 芹澤優（スモモネ 役）、 鈴⽊みのり（ういうい
役）
-⽇程︓2020年8⽉2⽇（⽇）
-内容（予定）︓ライブ など
・キャラクターデザイン︓伊藤晋之描き下ろしデジパック
・スペシャル三⽅背クリアケース
・ピクチャーレーベル

◆映像特典
PV集②

・完全新作スペシャルキャラクターソングCD④
track1『Knock Knock Down!!!』
歌︓ジョウ（CV.⼩野友樹）

◆映像特典
CM集
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■TVアニメ「SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!」
Blu-ray & DVDシリーズ第５巻
◆発売⽇ 2020年7⽉15⽇（⽔）
◆品番 Blu-ray︓PCXE.50945／DVD︓PCBE.56125
◆価格 7,000円（本体）＋税
◆収録話 第9話、第10話
◆特典

■TVアニメ「SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!」
Blu-ray & DVDシリーズ第６巻
◆発売⽇ 2020年8⽉19⽇（⽔）
◆品番 Blu-ray︓PCXE.50946／DVD︓PCBE.56126
◆価格 7,000円（本体）＋税
◆収録話 第11話、第12話
◆特典

track2『noche blanca』
歌︓ういうい（CV.鈴⽊みのり）

track2『てのひら』
歌︓ほわん（CV.遠野ひかる）＆マシマヒメコ（CV.夏吉ゆうこ）

・イベントチケット優先販売申込券
-イベント名
「Mashumairesh!! ほわわ︕あんたも歌う︖ルナティックおいしいやつです
祭」 昼の部
-出演者（予定）
遠野ひかる（ほわん 役）、 夏吉ゆうこ（マシマヒメコ 役）、
和多⽥美咲（デルミン 役）、 ⼭根綺（ルフユ 役）
-⽇程︓2020年11⽉1⽇（⽇）
-内容（予定）︓ライブ など
・キャラクターデザイン︓伊藤晋之描き下ろしデジパック
・スペシャル三⽅背クリアケース
・ピクチャーレーベル

・イベントチケット優先販売申込券
-イベント名
「Mashumairesh!! ほわわ︕あんたも歌う︖ルナティックおいしいやつです
祭」 夜の部
-出演者（予定）
遠野ひかる（ほわん 役）、 夏吉ゆうこ（マシマヒメコ 役）、
和多⽥美咲（デルミン 役）、 ⼭根綺（ルフユ 役）
-⽇程︓2020年11⽉1⽇（⽇）
-内容（予定）︓ライブ など
・キャラクターデザイン︓伊藤晋之描き下ろしデジパック
・スペシャル三⽅背クリアケース
・ピクチャーレーベル

■TVアニメ「SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!」
OP&ED主題歌『ヒロメネス／キミのラプソディー』
好評発売中
◆アーティスト
Mashumairesh!!
Vo＆Gt.ほわん（CV︓遠野ひかる）
Vo＆Gt.マシマヒメコ（CV︓夏吉ゆうこ）
Vo＆Ba.デルミン（CV︓和多⽥美咲）
Vo＆Dr.ルフユ（CV︓⼭根 綺）
◆品番 PCCG.01855
◆価格 1,500円（本体）＋税
◆発売元 ポニーキャニオン
◆収録曲
M1.ヒロメネス
[作詞/作曲/編曲︓⼤和]
M2.キミのラプソディー
[作詞/作曲︓Wiggy /編曲︓三⾕秀甫]
M3.まっしろスタートライン
[作詞/作曲/編曲︓新⽥⽬ 翔]
M4.ヒロメネス（Instrumental）
M5.キミのラプソディー（Instrumental）
M6.まっしろスタートライン（Instrumental）

■TVアニメ「SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!」ま
しゅましゅ︕︕がカラオケうたってみたＣＤ
好評発売中
◆ARTIST
Mashumairesh!!
Vo＆Gt.ほわん（CV︓遠野ひかる）
Vo＆Gt.マシマヒメコ（CV︓夏吉ゆうこ）
Vo＆Ba.デルミン（CV︓和多⽥美咲）
Vo＆Dr.ルフユ（CV︓⼭根 綺）
◆価格 ￥1,300（本体）+税
◆品番 PCCG.01866
◆発売元 ポニーキャニオン
◆収録曲
M１．クリティクリスタ『放て︕どどどーん︕』（ほわんVer.）
[作詞/作曲︓くろかわまさきち/編曲︓mo2]
M２. 徒然なる操り霧幻庵『⼗六夜ゐ雪洞唄』（マシマヒメコ
Ver.）
[作詞︓仰⽊⽇向/作曲/編曲︓伊藤 翼]
M３．プラズマジカ『Have a nice MUSIC!!』（デルミン
Ver.）
[作詞︓⾼瀬愛虹/作曲︓no_my/編曲︓草野よしひろ]
M４．BUDVIRGINLOGIC『×旋律-Schlehit Melodie』（ルフユVer.）
[作詞/作曲/編曲︓マチゲリータ]

・完全新作スペシャルキャラクターソングCD⑤
track1『Plastic / Jewelry Tune』
歌︓スモモネ（CV.芹澤 優）

◆映像特典
CGパート集①

・完全新作スペシャルキャラクターソングCD⑥
track1『Dazzling』
歌︓ララリン（CV.Lynn）

◆映像特典
CGパート集②
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■REIJINGSIGNAL double A-side挿⼊歌
『Parallelism Crown／ネオンテトラの空』
好評発売中
◆アーティスト
REIJINGSIGNAL
Vo＆Gt. ララリン（CV︓Lynn）
Vo＆Gt. スモモネ（CV︓芹澤 優）
Vo＆Ba. ういうい（CV︓鈴⽊みのり）
◆価格 1,500円（本体）＋税
◆品番 PCCG.01867
◆発売元 ポニーキャニオン
◆収録曲
M1.Parallelism Crown
[作詞/作曲︓Yugo Ichikawa/編曲︓Yugo
Ichikawa、yksb]
M2.ネオンテトラの空
[作詞:宮嶋淳⼦/作曲/編曲︓トミタカズキ]
M3.VIVID
[作詞︓いつきおと（FirstCall）/作曲/編曲︓光増ハジ
メ（FirstCall）]
M4.Parallelism Crown（Instrumental）
M5.ネオンテトラの空（Instrumental）
M6.VIVID（Instrumental）

■DOKONJOFINGER double A-side挿⼊歌『移
動⼿段はバイクです／カバンには鉄板です』
好評発売中
◆アーティスト
DOKONJOFINGER
Vo＆Gt. ヤス（CV︓伊東健⼈）
Gt＆Vo. ハッチン（CV︓⼩松昌平）
Ba. ジョウ（CV︓⼩野友樹）
Dr. 双循（CV︓⽩井悠介）
◆価格 1,500円（本体）＋税
◆品番 PCCG.01868
◆発売元 ポニーキャニオン
◆収録曲
M1.移動⼿段はバイクです
[作詞/作曲/編曲︓⼤和]
M2.カバンには鉄板です
[作詞/作曲/編曲︓⼤和]
M3.裏切りは無しです
[作詞/作曲︓吾⿓、⼤和/編曲︓⼤和]
M4.移動⼿段はバイクです（Instrumental）
M5.カバンには鉄板です（Instrumental）
M6.裏切りは無しです（Instrumental）

■TVアニメ「SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!」
オリジナルサウンドトラック
好評発売中
◆ARTIST
⾼梨康治
Funta7
◆価格 ￥3,500（本体）+税
◆品番 PCCG.01881
◆発売元 ポニーキャニオン

■Mashumairesh!!挿⼊歌『エールアンドレスポンス』
2020年4⽉1⽇（⽔）発売
◆アーティスト
Mashumairesh!!
Vo＆Gt.ほわん（CV︓遠野ひかる）
Vo＆Gt.マシマヒメコ（CV︓夏吉ゆうこ）
Vo＆Ba.デルミン（CV︓和多⽥美咲）
Vo＆Dr.ルフユ（CV︓⼭根 綺）
◆品番 PCCG.01879
◆価格 1,500円（本体）＋税
◆発売元 ポニーキャニオン
◆収録曲
M1.エールアンドレスポンス
[作詞/作曲︓ヨシダタクミ/編曲︓中島⽣也
（monoralism）]
M2.No problem!!
[作詞/作曲/編曲︓HAMA-kgn]
M3.プラットホーム
M4.エールアンドレスポンス（Instrumental）
M5.No problem!!（Instrumental）
M6.プラットホーム（Instrumental）
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