
 

NEWS RELEASE                                                            
報道関係者各位 

2013年4月22日 

株式会社ビデオマーケット 

 

ビデオマーケット 4 月スタート新作春アニメ見逃し配信ラインナップ発表！ 

歴代最多のアニメ新番組 25 本を見逃し配信！無料話多数！ 
スマホでアニメ見るならビデオマーケット！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「波打際のむろみさん」 

絶賛配信中 

1 話無料 

(C)名島啓二・講談社/波打

際のむろみさん製作委員

会 

「よんでますよ アザゼルさん。Z」 

絶賛配信中 

(C)久保保久/講談社・芥辺探偵

事務所Ｚ 

「百花繚乱 サムライブライド」 

絶賛配信中 

1 話無料 

(C)2013 すずきあきら・Niθ・

ホビージャパン／百花繚乱

SB パートナーズ 

「ハヤテのごとく！Cuties」 

絶賛配信中 

1 話無料 

（C）畑健二郎・小学館／

HAYATE PROJECT・テレビ東京 

「這いよれ！ニャル子さん W」 

絶賛配信中 

1 話・最新話無料 

(C)逢空万太・ソフトバンク クリエ

イティブ／名状しがたい製作委

員会のようなもの W 

「絶対防衛レヴィアタン」 

絶賛配信中 

1 話無料 

(C)グリー／レヴィアタン

製作委員会・テレビ東京 

「ムシブギョー」 

絶賛配信中 

1 話無料 

(C)福田宏・小学館／ムシ

ブギョー製作委員会・テレ

ビ東京 

「DEVIL SURVIVOR2 the 

ANIMATION」 

絶賛配信中 

1 話無料配信 

(C)Index Corporation/

「デビルサバイバー2」ア

ニメーション製作委員会 

「進撃の巨人」 

絶賛配信中 

1 話無料 

(C)諫山創・講談社／「進

撃の巨人」製作委員会 

「プリティーリズム・レイ

ンボーライブ」 

絶賛配信中 

1 話・最新話無料 

(C)Ｔ－ＡＲＴＳ / syn 

Sophia / テレビ東京 / 

PRR 製作委員会 

「革命機ヴァルヴレイヴ」 

絶賛配信中 

1 話無料 

(C)SUNRISE/VVV 

Committee,MBS 

「やはり俺の青春ラブコメはまち

がっている。【TBSオンデマンド】」 

4/23 配信予定 

(C)2013 渡 航､小学館/やはりこ

の製作委員会はまちがっている｡ 

「はたらく魔王さま！」 

4/26 配信予定 

(C)和ヶ原聡司／アスキ

ー・メディアワークス／HM 

Project 

「俺の妹がこんなに可愛い

わけがない。」 

4/26 配信予定 

（C)伏見つかさ／アスキ

ー・メディアワークス／

OIP2 

「とある科学の超電磁砲 S」 

5/3配信予定 

1 話無料 

(C)鎌池和馬／冬川基／アス

キー・メディアワークス／

PROJECT-RAILGUN S 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、4月から放送開始のアニメ新番組25タイト

ルを、iPhone、iPad、Android スマートフォン＆タブレット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す。歴代最多となる見逃し配信本数で 1 話目・最新話が無料配信となる作品も多数あるの

で、スマホでアニメを見るならビデオマーケットが一番お得です！ 

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 150 番組以上を見逃し配信中。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。 

 

【モバイル向け見逃し配信特集ページ】：http://www.videomarket.jp/pg/132/?cup=-VM_pub_p132_7&ra=pub 

 

「とある科学の超電磁砲 S」 

作品ページ：http://www.videomarket.jp/title/156/162/?cup=-VM_pub_t156162_1&ra=pub 

「俺の妹がこんなに可愛いわけがない。」 

作品ページ：http://www.videomarket.jp/title/156/164/?cup=-VM_pub_t156164_1&ra=pub 

「はたらく魔王さま！」 

作品ページ：http://www.videomarket.jp/title/156/163/?cup=-VM_pub_t156163_1&ra=pub 

「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。【TBS オンデマンド】」 

作品ページ：http://www.videomarket.jp/title/058/A89/?cup=-VM_pub_t058A89_1&ra=pub 

「革命機ヴァルヴレイヴ」 

作品ページ：http://www.videomarket.jp/title/182/059/?cup=-VM_pub_t182059_1&ra=pub 

「プリティーリズム・レインボーライブ」 

作品ページ：http://www.videomarket.jp/title/167/036/?cup=-VM_pub_t167036_1&ra=pub 

「進撃の巨人」 

作品ページ：http://www.videomarket.jp/title/244/001/?cup=-VM_pub_t244001_1&ra=pub 

「DEVIL SUVIVOR2 the ANIMATION」 

作品ページ：http://www.videomarket.jp/title/035/265/?cup=-VM_pub_t035265_1&ra=pub 

「這いよれ！ニャル子さん W」 

作品ページ：http://www.videomarket.jp/title/167/037/?cup=-VM_pub_t167037_1&ra=pub 

「ムシブギョー」 

作品ページ：http://www.videomarket.jp/title/031/024/?cup=-VM_pub_t031024_1&ra=pub 

「ハヤテのごとく！Cuties」 

作品ページ：http://www.videomarket.jp/title/014/142/?cup=-VM_pub_t014142_1&ra=pub 

「絶対防衛レヴィアタン」 

作品ページ：http://www.videomarket.jp/title/018/031/?cup=-VM_pub_ｔ018031_1&ra=pub 

「百花繚乱 サムライブライド」 

作品ページ：http://www.videomarket.jp/title/138/046/?cup=-VM_pub_t138046_1&ra=pub 

「波打際のむろみさん」 

作品ページ：http://www.videomarket.jp/title/182/044/?cup=-VM_pub_t182044_1&ra=pub 

「よんでますよ、アザゼルさん。Z」 

作品ページ：http://www.videomarket.jp/title/182/043/?cup=-VM_pub_t182043_1&ra=pub 

「断裁分離のクライムエッジ」 

作品ページ：http://www.videomarket.jp/title/035/264/?cup=-VM_pub_t035264_1&ra=pub 

「惡の華」 

「血液型くん！」 

絶賛配信中 

1 話・最新話無料 

(C)LEEONSMART/アー

ス・スター エンターテイメ

ント/血液型くん！製作委

員会 

「DD北斗の拳」 

絶賛配信中 

1 話・最新話無料 

(C)武論尊・原哲夫/NSP 

1983, (C)DD北斗の拳 

2013 版権許諾証

DGG-403 

「惡の華」 

絶賛配信中 

1 話無料 

(C)押見修造・講談社

／「惡の華」製作委員

会 

「ダンボール戦機ウォーズ」 

絶賛配信中 

1 話・2 話・最新話無料 

(C)LEVEL-5/プロジェクト ダ

ンボール戦機・テレビ東京 

（※配信日順） 

「断裁分離のクライムエッジ」 

絶賛配信中 

1 話・最新話無料 

(C)緋鍵龍彦・メディアファク

トリー／断裁分離のクライム

エッジ製作委員会 

http://www.videomarket.jp/
http://www.videomarket.jp/pg/132/?cup=-VM_pub_p132_7&ra=pub
http://www.videomarket.jp/title/156/162/?cup=-VM_pub_t156162_1&ra=pub
http://www.videomarket.jp/title/156/164/?cup=-VM_pub_t156164_1&ra=pub
http://www.videomarket.jp/title/156/163/?cup=-VM_pub_t156163_1&ra=pub
http://www.videomarket.jp/title/058/A89/?cup=-VM_pub_t058A89_1&ra=pub
http://www.videomarket.jp/title/182/059/?cup=-VM_pub_t182059_1&ra=pub
http://www.videomarket.jp/title/167/036/?cup=-VM_pub_t167036_1&ra=pub
http://www.videomarket.jp/title/244/001/?cup=-VM_pub_t244001_1&ra=pub
http://www.videomarket.jp/title/035/265/?cup=-VM_pub_t035265_1&ra=pub
http://www.videomarket.jp/title/167/037/?cup=-VM_pub_t167037_1&ra=pub
http://www.videomarket.jp/title/031/024/?cup=-VM_pub_t031024_1&ra=pub
http://www.videomarket.jp/title/014/142/?cup=-VM_pub_t014142_1&ra=pub
http://www.videomarket.jp/title/018/031/?cup=-VM_pub_ｔ018031_1&ra=pub
http://www.videomarket.jp/title/138/046/?cup=-VM_pub_t138046_1&ra=pub
http://www.videomarket.jp/title/182/044/?cup=-VM_pub_t182044_1&ra=pub
http://www.videomarket.jp/title/182/043/?cup=-VM_pub_t182043_1&ra=pub
http://www.videomarket.jp/title/035/264/?cup=-VM_pub_t035264_1&ra=pub


作品ページ：http://www.videomarket.jp/title/182/041/?cup=-VM_pub_t182041_1&ra=pub 

「血液型くん！」 

作品ページ：http://www.videomarket.jp/title/214/009/?cup=-VM_pub_t214009_1&ra=pub 

「DD 北斗の拳」 

作品ページ：http://www.videomarket.jp/title/167/035/?cup=-VM_pub_t167035_1&ra=pub 

「ダンボール戦機ウォーズ」 

作品ページ：http://www.videomarket.jp/title/167/034/?cup=-VM_pub_t167034_1&ra=pub 

※配信日順 

※上記作品の配信は iPhone、iPad、Android スマートフォン＆タブレット向けとなります。 

 

★★以下番組の配信は NTT ドコモの携帯電話向けのみとなります。（※スマートフォン向け配信はございません）★★ 

「宇宙戦艦ヤマト 2199(TV 版)」「アラタカンガタリ～革神語～」「スパロウズホテル」「カーニヴァル」「翠星のガルガンティア」

（※配信日順） 

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

■「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： 

[iOS、Android 共通] www.videomarket.jp にアクセス 

[Android 全キャリア共通] Google Play にて「ビデオマーケット」で検索⇒「ビデオマーケット」アプリをダウンロード 

Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.videomarket.player 

[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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http://www.videomarket.jp/title/214/009/?cup=-VM_pub_t214009_1&ra=pub
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