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テレビ東京のアニメ情報サイト「あにてれ」 

ついに 4月 1日オープン！ 

  
4月放送アニメ見逃し配信続々決定。 

放送先行配信や「あにてれ」先行配信等も！ 
 

テレビ東京のアニメ番組の情報をお届けしているアニメ情報サイト「あにてれ」が、 

4月 1日（土）12時 00分に生まれ変わりました！ 
4 月から放送を開始する『スナックワールド』、『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』の、他配信

サービスより一足早い“先行見逃し配信”や、斎藤工さんがストーリーテラーで話題の『世界の闇図鑑』を、

テレビ東京アニメ初の、放送に先駆けての配信など、「あにてれ」ならではのラインナップで皆さんにお送り

いたします。 

 見逃し配信に関しては『ポケットモンスター サン＆ムーン』や『銀魂～よりぬけ！銀魂さん～』を始めと

し、15番組程度の配信を予定しております。 

 その他、1 月クール放送の大ヒットアニメ『けものフレンズ』や、過去の名作アニメのアーカイブ配信な

ど、新旧織り交ぜ多数配信いたします。 

 今後もオリジナルコンテンツ、会員限定イベントなどを続々追加し、皆様によりご満足いただけるサービ

スを目指します。 
 

 さらに 4月に有料会員にご登録を頂いた方を対象に、『アイカツ！』、『おそ松さん』、『けものフレンズ』、

『トリニティセブン』、『のんのんびより』、『這いよれ！ニャル子さん F』、『弱虫ペダル NEW GENERATION』、 

『Re:ゼロから始める異世界生活』といったテレビ東京人気 8 作品のオリジナルモバイルバッテリーをもれな

くプレゼントさせていただくキャンペーンを実施しております。 

 

ぜひ、この機会にテレビ東京の新サービス「あにてれ」をご利用ください。 

 

＜有料会員向けサービス＞ 月額 700円（税別） 4月 1日（土）12：00サービススタート！ 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

あにてれ： https://ch.ani.tv/ 

https://ch.ani.tv/
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主なサービス 

 
■ テレビ東京で放送中のアニメの見逃し配信  

■ テレビ東京で放送されたアニメ番組が見放題 

■ オリジナル作品を制作予定 

＊『けものフレンズ』オリジナルコンテンツが配信決定！ 

■ 放送中アニメの原作電子コミックが読める（サービス導入予定） 

■ 上映会、ライブなど、アニメ関連イベントの先行予約や招待 

■ 「あにてれ」限定グッズをプレゼント 

■ アニメニュース掲載、編成型チャンネル配信の機能なども追加予定 
 

※対応端末：PC･スマートフォン・タブレット 

※会員登録（メールアドレス、クレジットカードなど）が必要となります。 

※当サービスは月額課金制のオンライン動画・情報配信サービスです。インターネット接続に必要な 

インターネット・サービス・プロバイダや携帯キャリアとの契約及び利用料金は、別途お客様のご負担

となり、通信料が別途かかります。  

※日本国内向けサービスとなります。海外では動画をご覧いただくことができません。 

 

 

入会特典 （下記 A・Bのどちらかをお選びいただけます）    
 

A． 月額利用料金 2 ヵ月間無料 ＊入会月と翌月の月額費が無料になります。 
 

B． 「あにてれ」限定モバイルバッテリープレゼント 
      以下 8つのタイトルから、ご希望のデザインの特製モバイルバッテリーをプレゼント！ 

      『アイカツ！』、『おそ松さん』、『けものフレンズ』、『トリニティセブン』、『のんのんびより』、 

『這いよれ！ニャル子さん F』、『弱虫ペダル NEW GENERATION』、 

『Re:ゼロから始める異世界生活』 
 
 

 （人気タイトル 「あにてれ」特製モバイルバッテリー例） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             トリニティセブン                這いよれ！ニャル子さん F 
     ©サイトウケンジ・奈央晃徳／ＫＡＤＯＫＡＷＡ／トリニティセブン製作委員会             ©逢空万太・SB クリエイティブ／名状しがたい製作委員会のようなもの F 

 
  ※デザインは開発中のものです。実際のデザインは異なる可能性がございます。 
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主な作品ラインナップ 

 
■ テレビ東京アニメ初！テレビ放送に先駆けて先行配信  

 

『世界の闇図鑑』 

テレビ東京にて 4月 2日(日)深夜 3時 35分から放送スタート！ 

 

4月 3日（月）12時～ 第 1話、2話同時に配信開始 

（※第 2話以降 先行配信） 
 

ストーリーテラーに斎藤工を起用！ 

ＵＦＯ、ＵＭＡ、呪い、古代文明、異次元世界、怪事件をテーマに、 

昭和レトロな雰囲気が漂う劇画タッチの作画で描く 

紙芝居風アニメーション 

 
 
©「世界の闇図鑑」製作委員会 

 
 

■ 他配信サービスより早い先行見逃し配信 

 

『スナックワールド』 
テレビ東京系にて 4月 13日（木）夜 7時 25分から放送スタート！  

 

放送直後 4月 13日（木）夜 8時～ 配信開始  

 

『妖怪ウォッチ』に続くクロスメディアプロジェクト第 4弾 

 

 

 

 

 
 
©LEVEL-5／スナックワールドプロジェク卜・テレビ東京 

 
 

『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』 
テレビ東京系にて 4月 5日（水）夕方 5時 55分から放送スタート！  

 

放送翌日 4月 6日（木）12時～ 配信開始  

 

『NARUTO－ナルト－ 疾風伝』の続編 

七代目火影・ナルトの息子“うずまきボルト”の活躍を描く  

 
 
 
 
©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ 
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■ 見逃し配信決定！ 

 

『銀魂～よりぬけ！銀魂さん～』 
テレビ東京系にて 4月 2日(日)深夜 1時 35分から放送スタート！   

（テレビ大阪のみ 4月 3日（月）深夜 1時 05分～） 

 

4月 4日（火）12時～ 配信開始  
 

話題の実写版が 7月に公開する『銀魂』。これまでのアニメから 

厳選した話数に、実写キャスト陣のインタビューを加えて放送 

 
©空知英秋／集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス 

 

 

『夏目友人帳 陸』 
テレビ東京にて 4月 11日(火)深夜 1時 35分から放送スタート！   

アニメの放送に先駆けて、4月 4日（火）は、第六期放送を記念した 

超豪華放送記念スぺシャルを放送！ 

 

4月 17日（月）12時～ 配信開始  
 

緑川ゆき原作の人気コミックをアニメ化したシリーズの第六期 

 

 

 

 
©緑川ゆき・白泉社／「夏目友人帳」製作委員会 

 
 

『ポケットモンスター サン＆ムーン』 
テレビ東京系にて毎週木曜夜 6時 55分好評放送中！  

 

放送直後 4月 6日（木）夜 8時～ 配信開始  
 

4月 1日に、アニメの放送開始 20周年を迎えた『ポケットモンスター』 

シリーズの最新作 

 

 

 
 
 
©Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku ©Pokémon 
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その他の見逃し作品ラインナップ（予定） ※50音順 

 
・ アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず！ 

・ アニメマシテ 

・ ウルトラマンゼロ THE CHRONICLE 

・ 王室教師ハイネ 

・ デジモンユニバース アプリモンスターズ 

・ パズドラクロス 

・ フューチャーカード バディファイト X 

・ 恋愛暴君 

・ 妖怪ウォッチ 

 

 

■ その他の主な配信予定タイトル（開始時期 4月中 ※50音順） 

 

・ イナズマイレブン シリーズ 

・ おそ松さん 

・ ガールフレンド（仮） 

・ 銀魂 シリーズ 

・ けものフレンズ 

・ 斉木楠雄のΨ難 

・ しろくまカフェ 

・ 侵略！イカ娘 シリーズ 

・ スレイヤーズ シリーズ 

・ ダイヤの A シリーズ 

・ ダンボール戦機 シリーズ 

・ トリニティセブン 

・ NARUTO－ナルト－ 

・ ヒカルの碁 

・ BLEACH 

・ 闇芝居 シリーズ 

・ ゆるゆり シリーズ 

 

                                   他 続々配信タイトル追加予定 


