
 

NEWS RELEASE                                                            
報道関係者各位 

2012年10月29日 

株式会社ビデオマーケット 

 

iPhone&Android でアニメ見るならビデオマーケット！アニメ新番組 22 本配信決定！ 

ビデオマーケット新作秋アニメ見逃し配信ラインナップ発表！ 

無料話多数！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この度、スマホ動画配信サービス「ビデオマーケット」（www.videomarket.jp）では、10 月から放送開始のアニメ新番組 22 タイ

トルを、iPhone、Android、携帯 3 キャリア向けに見逃し配信する事が決まりました。各番組、放送終了後に順次最新話を配

信していく予定で、１話目、最新話が無料配信となる作品も多数あります！ 

さらに、ビデオマーケットではアニメ以外にも、ドラマ、バラエティ含め現在放送中の 141 番組を見逃し配信中。番組を見逃し

た方、もう一度見たい方はビデオマーケットを是非ご利用くださいませ。 

「神様はじめました」 

絶賛配信中 

1 話目無料 

©鈴木ジュリエッタ/白泉

社・神様はじめました製作

委員会 

「To LOVE る -とらぶる- 

ダークネス【TBS オンデマンド】」 

絶賛配信中 

1 話目無料 

(C)矢吹健太朗･長谷見沙貴/集

英社･とらぶるダークネス製作委

員会 

「超速変形ジャイロゼッター」 

絶賛配信中 

1 話目＆最新話無料 

©スクウェアエニックス／ジャ

イロゼッター製作委員会・テ

レビ東京 

「てーきゅう」 

絶賛配信中 

1～4 話目無料 

©ルーツ / Piyo / ア

ース・スター エンター

テイメント / 亀井戸

高校テニス部 

「中二病でも恋がしたい！

【TBS オンデマンド】」 

絶賛配信中 

(C)虎虎/京都アニメーショ

ン/中二病でも製作委員会 

「獣旋バトル モンスーノ」 

絶賛配信中 

1 話目＆最新話無料 

TM & © 2012 Pacific 

Animation Partners LLC 

“Monsuno” TM & © 2012 

JAKKS Pacific, Inc. All 

Rights Reserved. 

「めだかボックス アブノーマル」 

絶賛配信中 

1 話目無料 

(C)2012 西尾維新・暁月あきら／

集英社・箱庭学園生徒会 

「お兄ちゃんだけど愛さえあれば

関係ないよねっ」 

絶賛配信中 

1 話目無料 

(C)2012 鈴木大輔・メディアファク

トリー／おにあい製作委員会 

「ハヤテのごとく！CAN’T 

TAKE MY EYES OFF YOU」 

絶賛配信中 

1 話目無料 

(C)畑健二郎・小学館／

HAYATE PROJECT・テレビ

東京 

「新世界より」 

絶賛配信中 

(C)貴志祐介・講談社／「新

世界より」製作委員会 

「好きっていいなよ。」 

絶賛配信中 

1 話目無料 

(C)葉月かなえ・講談社／好

きなよ。製作委員会 

「K」 

絶賛配信中 

1 話目無料 

(c)GoRA・GoHands/k-project 

「イクシオンサーガ DT」 

絶賛配信中 

1 話目＆最新話無料 

©カプコン/イクシオン サーガ ＤＴ

製作委員会 

「さくら荘のペットな彼女」 

絶賛配信中 

1 話目無料（期間限定） 

（C)鴨志田一/アスキー・メディア

ワークス/さくら荘製作委員会 

（※配信日順） 

http://www.videomarket.jp/


 

【スマホ向け見逃し配信特集ページ】：http://www.videomarket.jp/page/78/?cup=-VM_pub_f78_25&ra=pub 

【PC 向け見逃し配信ページ】：http://www.videomarket.jp/minogashi/ 

「獣旋バトル モンスーノ」 

作品ページ：http://www.videomarket.jp/title/167/029/?cup=-VM_pub_t167029_1&ra=pub 

「超速変形ジャイロゼッター」 

作品ページ：http://www.videomarket.jp/title/167/030/?cup=-VM_pub_t167030_1&ra=pub 

「神様はじめました」 

モバイル向け特集ページ：http://www.videomarket.jp/pg/73/?cup=-VM_pub_p73_1&ra=pub 

作品ページ：http://www.videomarket.jp/title/187/025/?cup=-VM_pub_t187025_1&ra=pub 

「てーきゅう」 

作品ページ：http://www.videomarket.jp/title/214/003/?cup=-VM_pub_t214003_1&ra=pub 

「中二病でも恋がしたい！【TBS オンデマンド】」 

作品ページ：http://www.videomarket.jp/title/058/851/?cup=-VM_pub_t058851_1&ra=pub 

「To LOVE る -とらぶる- ダークネス【TBS オンデマンド】」 

作品ページ：http://www.videomarket.jp/title/058/860/?cup=-VM_pub_t058860_1&ra=pub 

「ハヤテのごとく！CAN’T TAKE MY EYES OFF YOU」 

モバイル向け特集ページ：http://www.videomarket.jp/pg/77/?cup=-VM_pub_p77_1&ra=pub 

作品ページ：http://www.videomarket.jp/title/014/127/?cup=-VM_pub_t014127_1&ra=pub 

「新世界より」 

モバイル向け特集ページ：http://www.videomarket.jp/pg/78/?cup=-VM_pub_p78_1&ra=pub 

作品ページ：http://www.videomarket.jp/title/145/067/?cup=-VM_pub_t145067_1&ra=pub 

「好きっていいなよ。」 

モバイル向け特集ページ：http://www.videomarket.jp/pg/81/?cup=-VM_pub_p81_1&ra=pub 

作品ページ：http://www.videomarket.jp/title/182/036/?cup=-VM_pub_t182036_1&ra=pub 

「K」 

モバイル向け特集ページ：http://www.videomarket.jp/pg/79/?cup=-VM_pub_p79_1&ra=pub 

作品ページ：http://www.videomarket.jp/title/182/035/?cup=-VM_pub_t182035_1&ra=pub 

「イクシオンサーガ DT」 

作品ページ：http://www.videomarket.jp/title/167/031/?cup=-VM_pub_t167031_1&ra=pub 

「めだかボックス アブノーマル」 

作品ページ：http://www.videomarket.jp/title/138/038/?cup=-VM_pub_t138038_1&ra=pub 

「お兄ちゃんだけど愛さえあれば関係ないよねっ」 

作品ページ：http://www.videomarket.jp/title/138/037/?cup=-VM_pub_t138037_1&ra=pub 

「さくら荘のペットな彼女」 

作品ページ：http://www.videomarket.jp/title/156/146/?cup=-VM_pub_t156146_1&ra=pub 

※上記作品の配信はスマートフォン＆携帯 3 キャリア向けとなります。（※配信日順） 

 

★★以下携帯 3 キャリアのみ配信作品（※スマートフォン向け配信はございません）★★ 

「コード：ブレイカー」「ガールズ＆パンツァー」「BTOOOM！」「となりの怪物くん」「ひだまりスケッチ×ハニカム」「武装神姫」

「マギ」「緋色の欠片 第二章」 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■「ビデオマーケット」サービス概要■ 

【スマートフォン】 

対応 OS：iOS4.0 以上、Android 対応キャリア： NTT ドコモ、au、ソフトバンクモバイル、イー・モバイル、ディズニーモバイル 

アクセス方法： www.videomarket.jp にアクセス 

[NTT ドコモ（Android）] dmenu > メニューリスト > 動画 > アニメ／特撮 > ビデオマーケット 

[au（Android）] au one > メニューリスト > 音楽・映像 > ビデオマーケット 

【フィーチャーフォン】 

対応キャリア： NTT ドコモ(i モード)、au(EZweb)、ソフトバンクモバイル(Yahoo!ケータイ） 

アクセス方法： 

[i モード] i メニュー > メニューリスト > 動画/ビデオクリップ > アニメ/特撮 > ビデオマーケット 

[EZweb] auone > メニューリスト > ビデオ > ビデオマーケット 

[Yahoo!ケータイ] Yahoo!ケータイ > メニューリスト > 動画 > アニメ > ビデオマーケット 

※全てのサービスにおいて別途パケット料金が発生いたします。 

■■本件に関するお問い合わせ先■■ 

株式会社ビデオマーケット 担当：横佩（よこはぎ） TEL：03-3505-3555／FAX：03-3505-3556 

E-mail：press@videomarket.co.jp 〒107-0052 東京都港区赤坂 2-10-9 ラウンドクロス赤坂 8F 
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