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「d アニメストア」がアニメ見放題作品数 2 年連続 No.1 を獲得
～ライブコンテンツとして、関連イベントやアニソンライブを拡充～
株式会社 NTT ドコモ（以下ドコモ）が提供中のアニメ専門配信サービス「d アニメストア」が、
株式会社マクロミルの調査において、国内の定額制動画配信サービスにおける「アニメ見放題
作品数 No.1※1 」を 2 年連続で獲得しました。

「d アニメストア」は、月額 440 円（税込み）※2 でなつかしの作品から TV 放送中の話題作まで
のアニメ作品、2.5 次元舞台やアニソンライブなど 4,200 作品以上※3 が見放題のアニメ専門配信
サービスです。
2020 年 9 月からアニメ関連のグッズ販売を開始し、アニメ配信とグッズ販売をひとつのサービ
ス内で提供することで、お客さまはアニメ作品の視聴と関連グッズの購入をシームレスにご利用
いただけます。
さらに、昨今のイエナカ需要を捉え、ライブコンテンツとして声優のトークイベントや、2.5 次元
舞台、作品イベント、アニソンなどの配信を拡充してまいります。
3 月・4 月と 2 か月にわたって 6 タイトルの 7 ライブ配信を行います。
〈本日情報公開〉 今後のライブ配信
■舞台『弱虫ペダル』SPARE BIKE 篇～Heroes!!～
2021 年 13 月 21 日大阪公演、3 月 27 日東京公演 独占配信決定！！
2012 年の初演から大人気の 2.5 次元舞台シリーズ、舞台『弱虫ペダル』の 15 作目を
ｄアニメストアで独占配信いたします。
特設サイト：https://anime.dmkt-sp.jp/animestore/CP/CP00001271
■生配信特番『五等分の花嫁∬』最終回直前 SPECIAL
2021 年 3 月 25 日（木） 『五等分の花嫁∬』の豪華ゲストによるトークショーを
無料配信いたします。
特設サイト：https://anime.dmkt-sp.jp/animestore/ec/CP/CP00001265

その他のライブは以下のページで公開しております。
ライブイベント一覧ページ：https://anime.dmkt-sp.jp/animestore/CF/live_index
「d アニメストア」は、周辺パートナーと共に、アニメを「見る」だけでなく作品に関連するコンテ
ンツをお届けすることを通じて、より多くの皆さまにエンターテインメントとしてのアニメをお楽しみ
いただけるサービスへ進化してまいります。

【「d アニメストア」サービス概要】
月額 440 円（税込み）で 4,200 作品以上が見放題のアニメ専門配信サービスです。また、個
別課金で、レンタル販売作品の視聴も可能です。
初回 31 日間無料でご利用いただけます。なお、31 日経過後は自動継続となり、その月から
月額料金がかかります。
d アカウント®をお持ちであればドコモのケータイ以外でもスマートフォン、タブレット、パソコ
ンに加え、テレビでもご利用いただけます。※4 さらに、配信するアニメコンテンツに関連するグ
ッズがシームレスに購入いただけます。
「d アニメストア」サイト： https://anime.dmkt-sp.jp/
※1 調査委託先：(株)マクロミル 調査期間：《2020 年調査》2020 年 3 月 4 日～3 月 19 日 《2021 年調査》2021 年 1 月 26
日～2 月 14 日 調査手法：デスクトップリサーチ（各社の定額制動画配信サービスにおける作品数のカウントにあたっ
て、TV シリーズは 1 シーズンごとにカウント。）
※2 契約日・解約日にかかわらず、毎月 1 日から末日までの 1 か月分の料金が発生します。パケット通信料がかかります。
一部のコンテンツには追加料金が必要です。
※3 2021 年 2 月時点
※4 視聴デバイスによって一部ご視聴いただけないコンテンツがあります。
＊「d アカウント」は、株式会社 NTT ドコモの登録商標です。

本件に関するお問い合わせ先
【報道機関】
NTT ドコモ コンテンツビジネス部
TEL： 03-5156-2449
FAX： 03-3509-6255

【お客さま】（無料）
ドコモの携帯電話から ： 151
一般電話等から ： 0120-800-000

別 紙

「d アニメストア」コンテンツ拡充（ライブコンテンツ）のご紹介
１． 概要
「d アニメストア」では、2020 年 10 月よりアニメ関連のイベントのライブ配信をスタートしました。
アニメの世界を幅広く楽しめる、声優さんのトークイベント、2.5 次元舞台、作品イベント、アニソンラ
イブなど配信しております。 この度、人気アニメ作品の舞台「弱虫ペダル」「五等分の花嫁スペシ
ャルトークショー」のライブ配信が決定いたしました。
２． ライブ概要
■舞台『弱虫ペダル」大阪公演
舞台名：舞台『弱虫ペダル』SPARE BIKE 篇～Heroes!!～ 大阪公演
ライブ配信 ：2021 年 3 月 21 日（日）開場 16：30 配信開始 17：00
販売サイト：d アニメストア SPWN
視聴チケット価格：3,700 円（税込み）
視聴期限：d アニメストア…ライブ開始から 3 月 28 日（日）23 時 59 分まで
■舞台『弱虫ペダル』東京公演
舞台名：舞台『弱虫ペダル』SPARE BIKE 篇～Heroes!!～ 東京公演
ライブ配信：2021 年 3 月 27 日（土）開場 16：30 配信開始 17：00
販売サイト：d アニメストア SPWN
視聴チケット価格：3,700 円（税込み）
視聴期限：d アニメストア…ライブ開始から 4 月 3 日（土）23 時 59 分まで
『弱虫ペダル』は 2008 年より『週刊少年チャンピオン』（秋田書店刊）にて大好評連載中の、渡
辺航が描く漫画作品。ロードレースという自転車競技を題材にし、男女問わず漫画ファン、自転車
愛好家など多くの人から支持され、コミックス累計 2,500 万部を突破した今最も熱いスポーツ少年
漫画。
舞台『弱虫ペダル』は、気鋭の作・演出家 西田シャトナーが、独自に生み出した表現技法“パ
ズルライドシステム”を駆使し、舞台化不可能と言われていたロードレースという自転車競技を舞
台上で表現。一本のハンドルと俳優によるマイムで自転車を走らせているような演出方法は、演
劇界の革命的手法と各方面から賞賛されている舞台となります。
今作はスピンオフシリーズである SPARE BIKE 篇を待望の舞台化。連載開始時に 3 年生だっ
たキャラクターたちも登場し、新たな幕開けとなります。
舞台『弱虫ペダル』SPARE BIKE 篇～Heroes!!～配信特設サイト

https://anime.dmkt-sp.jp/animestore/CP/CP00001271
■「五等分の花嫁∬」トークショー
ライブ名：生配信特番『五等分の花嫁∬』最終回直前 SPECIAL
ライブ配信：2021 年 3 月 25 日（木） 開場 20：30 配信開始 21：00
視聴価格：無料
視聴期限：d アニメストア…ライブ開始から 3 月 31 日（水）23：59 まで

『五等分の花嫁』は、春場ねぎによる日本の漫画作品。『週刊少年マガジン』（講談社）2017 年
8 号に読み切りとして掲載。後に読者アンケートの結果を受け、『週刊少年マガジン』にて 2017 年
36・37 合併号から 2020 年 12 号まで連載。1 人の男子高校生が五つ子の女子高生の家庭教師
を務めるというラブコメディで、五つ子のうちの 1 人との結婚を控えた主人公が高校時代を回想す
る形で描かれる。累計発行部数は 1450 万部を突破の人気アニメ作品である。 2021 年 1 月から
第 2 期が絶賛放映中となっている。
今回は、豪華ゲストを呼びして最終回直前スペシャルトークショーを無料配信いたします。

生配信特番『五等分の花嫁∬』最終回直前 SPECIAL 特設サイト

https://anime.dmkt-sp.jp/animestore/ec/CP/CP00001265

■d アニメストア ライブ一覧
d アニメストアでは、2 か月に渡って人気アニメ作品の“2.5 次元舞台”“作品イベント”“声
優さんのトークショー”など 6 タイトルの 7 ライブ配信を行います。
人気アニメ作品を幅広く楽しんでいただけるラインアップをご用意いたしました。
ライブラインアップ
1. 3/20 Paradox Live Stage Battle "LOVE"
2. 3/20 舞台『WITH』スペシャル
3. 3/21 ライブコンサート『新サクラ大戦 the Stage ～桜歌之宴～』
4. 3/21 舞台『弱虫ペダル』SPARE BIKE 篇～Heroes!!～大阪公演
5. 3/25 五等分の花嫁 トークショー
6. 3/27 舞台『弱虫ペダル』SPARE BIKE 篇～Heroes!!～ 東京公演
i☆Ris ライブ
7. 3/28
■ライブイベント一覧ページ
https://anime.dmkt-sp.jp/animestore/CF/live_index

