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  2021年 1月 8日 

おとなの防具屋さん II製作委員会 

 

 

 

 

 

 
 

おとなの防具屋さん II 製作委員会は、2021 年 1 月から放送開始する『おとなの防具屋さん

II』のラグジュアリー版国内配信について、すでに先行配信を開始しているｄアニメストアで

の配信に加え、国内各配信サービスでの配信を 1月 8 日 24時より開始すると共に、d アニメ

ストア限定コンテンツが決定したことをお知らせいたします。また本編にご出演いただくボイ

スキャスト第 3弾も発表いたします。 

 

さらに 1月 8 日より double jump.tokyo 株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：上野 

広伸）が手掛けるブロックチェーンゲーム『My Crypto Heroes』（マイクリプトヒーローズ、

以下「マイクリ」）との『おとなの防具屋さん II』コラボキャンペーンを期間限定で開催いた

します。 

 

公式サイト URL：https://ganma.jp/g/anime/otonabougu/ 

 

 

 

 

  

『おとなの防具屋さん II』いよいよ配信開始！ 

ボイスキャスト第 3弾、海外進出、ゲームコラボの発表 

dアニメストア限定コンテンツ配信も決定！ 
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■1 第 3 弾キャスト発表！新キャラクターとして M・A・O さん、たかはし

智秋さん、水田わさびさん他ご出演！ 

 

この度、『おとなの防具屋さん II』は、新登場キャラクターおよびアニメオリジナルキャラク

ターを含めたボイスキャストの方々を第 3弾として発表いたします。 

 

キャスト＆スタッフ表 第 3 弾 

 
追加キャストのプロフィールとコメント 

 

少年ナーデン役 M・A・O さん 

 

少年ナーデンとしてまた参加させていただく事ができ、とても嬉しいです！ 

個性豊かなキャラクターがたくさん登場し、それぞれの掛け合いのテンポ感が絶妙で魅力的だ

と感じています。1 期に引き続き、2期もたっぷり楽しんでいただければ幸いです。 

どうぞよろしくお願いします！！ 
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ローズ・ローエ役 たかはし智秋さん 

 

あのローズ・ローエがアニメ 2期にも登場するとは…ビックリです(笑) 

ナーデンにセクシーの極意を教え込んだ謎の師匠、ローズ。 

2期では、そんな彼女がどう描かれるのか⁉︎乞うご期待ください！ 

 

 

 

 

 

水田わさびさん 

 

こういうめちゃくちゃ楽しい作品に出たかったです！ 

嬉しいです！夢が叶いました。やった！ 

どういうふうに登場人物たちと絡んでいく役か？ 

台本読んで……絵を見て……プププッ(笑) 

どうぞよろしくお願いします。 

 

 

■２ 配信限定ラグジュアリー版について 

『おとなの防具屋さん II』の配信限定コンテンツとして、アニメ本編（A 面）に加えて HKTに

よる 2期アニメ本編オーディオコメンタリー（B 面）、オリジナルストーリー『映画の防具屋

さん』（C 面）を合わせたラグジュアリー版を制作いたしました。 

 

・A 面：アニメ本編 

・B面：HKT による 2期アニメ本編オーディオコメンタリー 

・C 面：オリジナルストーリー『映画の防具屋さん』 
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■３ d アニメストア限定コンテンツ配信および限定グッズ販売が決定！ 

『おとなの防具屋さん II』では、d アニメストア会員限定コンテンツの配信、および d アニメ

ストア会員限定グッズを販売することが決定いたしました。 

 

d アニメストア会員限定コンテンツ 

d アニメストア会員で且つ「おとなの防具屋さん IIラグジュアリー版」に関する視聴条件を満

たした会員のみが視聴できるスペシャルコンテンツとなります。ご期待ください！ 

 

・「おとなの防具屋さん II」石井マークのひみつの防具屋さん（仮称） 

（出演：石井マーク/降幡愛/山元監督） 

 1月 21 日（木）12 時～配信予定 

 

・HKT48の「おとなの防具屋さん II」C面オーディオコメンタリー（仮称） 

(出演：神志那結衣/田島芽瑠/田中美久/竹本くるみ) 

 前半：2月 8日（月）12 時～配信予定 

 後半：3月 22 日（月）12時～配信予定 

 

視聴はこちらから：https://anime.dmkt-sp.jp/animestore/ci_pc?workId=24440 

 

d アニメストア会員限定グッズ 

・アクリルキーホルダー(全 5種) 

・缶バッジ(全 5 種) 

・キャラパス 

・プロテクト収納ケース 

・アクリルアートボード 

販売開始日：1月 8 日 

購入はこちらから：https://anime.dmkt-sp.jp/animestore/ec/tp 

 

 

■４ 配信＆放送先情報 

配信情報 

・d アニメストア 2021 年 1月 1日 24 時～独占先行配信中 

 

・その他配信サービス 2021年 1月 8日 24 時～一斉配信開始 

スゴ得／dTV／U-NEXT／アニメ放題／Amazon Prime Video／Abema TV／J-COM オンデマ

ンド／TELASA／スマートパスプレミアム／GYAO！/GYAO!ストア／ひかり TV／FOD／バン

ダイチャンネル／ニコニコチャンネル／Rakuten TV／Video Market／DMM／HAPPY 動画／

MOVIEFULL／クランクイン！ビデオ 

 

・テレビ放映 

TOKYO MX 放送    2021年 1月 8日 25 時～ 

AT-X 放送     2021 年 1月 13日 23 時 20 分～ 

https://anime.dmkt-sp.jp/animestore/ci_pc?workId=24440
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・海外配信 

 台湾・香港・東南アジア諸国、アメリカ（Crunchyroll）他にて好評配信中！ 

 

 

■５ ブロックチェーンゲーム『My Crypto Heroes』コラボ決定！ 

 

 

 

『マイクリ』は、ゲームにかけた時間も お金も 情熱も、あなたの資産となる世界。歴史上の

ヒーローたちを集め、育て、編成し、クリプトワールド制覇を目指すブロックチェーンゲーム

です。 

スマホ、PC のどちらからでもプレイいただけます。 

  

『マイクリ』は、2018 年 11月 30日の正式サービス開始初日より、イーサリアムベースのブ

ロックチェーンゲームとして取引高・取引量・DAU で世界 1位を記録。 

業界初の TVCMの放映、手塚プロダクション様との IP コラボ、国内・海外暗号資産取引所と

のコラボを通してブロックチェーンゲームの拡大に寄与してきたブロックチェーンゲームで

す。 

 

この度のゲームコラボキャンペーン期間中に指定の招待コード「otona2」を入力してユーザー

登録いただいた方には、『おとなの防具屋さん II』の人気キャラクター「魔王」オリジナルコラ

ボアートをプレゼントいたします。キャラクターに合った必殺技も繰り広げられ、マイクリワ

ールドの世界観の中で『おとなの防具屋さん II』キャラクターをお楽しみいただけます。 
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ゲームコラボ第 1 弾詳細 

・開催期間：2021 年 1月 8日(金)～3月 31 日(水) 

 

①招待コード「otona2」で期間限定オリジナルコラボアート「魔王」もらえる 

②期間限定オリジナルクエスト「Node：おとなの防具屋さん」でコラボアイテム 3種登場 

■コラボ特設 LP URL： https://ganma.jp/g/pr/mchxotonabougu/ 

■『My Crypto Heroes』アプリダウンロード URL：https://mycryptoheroes.net/start  

 ※それぞれの OSに合わせてリダイレクトされます。 

 
 

ゲームコラボ第２弾告知 

・開催期間：2021 年 2月下旬予定 

 

1 デジタルカード 5 種販売開始 

 
※画像はイメージです 

 

【デジタルグッズ販売予定キャラクター】 

・リリエッタ 

・フレアリカ 

・セラス 

https://ganma.jp/g/pr/mchxotonabougu/
https://mycryptoheroes.net/start
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・ミィナ 

・ナーデン 

NFT カードはブロックチェーン上で管理され、シリアルナンバーによって一つ一つが

区別されます。 

購入後、いつでもあなただけのアイテムとしてウォレットにて確認いただけます。 

本コラボ NFTカードは販売期間終了後、再販されませんのでご注意ください。 

 

※NFTとは: 

NFT とは Non-Fungible Token（代替不可能なトークン）の略称です。1000円札のよ

うな通貨とは異なり、全く同じものが存在しない、唯一無二の価値を持ちます。 

 

第二弾コラボに登場するキャラクター、購入特典など、詳細は後日正式発表！ 

下記 Twitter アカウントにて続報をお待ちください。 

 

マイクリ公式 Twitter アカウント:  

URL：https://twitter.com/mycryptoheroes 

 

【魔王演じるえなこさんナレーションによるコラボ CM】 

GANMA!公式 YouTube 内 CM配信 URL：

https://www.youtube.com/watch?v=G_mMpalByj0  

 

■アニメ『おとなの防具屋さん II』概要 

・タイトル   ：『おとなの防具屋さん II』 

・放送時期   ：2021 年 1月～3 月  

・放送枠    ：d アニメストア/TOKYO MX/AT-X 他 

・放送概要    : 1 クール / 全 12話 / 5 分枠（本編 4分） 

・公式サイト URL： https://ganma.jp/g/anime/otonabougu/ 

 

＜あらすじ＞ 

あの超ド級ギャグアニメ『おとなの防具屋さん』が２年ぶりに返ってくる！ 

主人公カウツが働くことになったのは、エロ装備を専門に扱う「おとなの防具屋さん」！お馴

染みの看板娘リリエッタを始め、エロ装備へ愛を注ぐ店主ナーデンといった個性的な店員達に

加え、お転婆な美人剣士フレアリカや魔力が規格外の魔王など、お店を訪れるのは一癖もふた

癖もある者ばかり！ 

 

【マンガアプリ「GANMA!」について】 

≪累計 1400 万 DL 突破≫ GANMA!は、オリジナルマンガ 220品以上を掲載しているマンガ

アプリです。サスペンス、恋愛、バトル、ホラー、ラブコメ、ファンタジー、ギャグなど様々

なジャンルのマンガが毎日配信され、連載中のオリジナルマンガは第 1 話から最新話まで全話

無料で読むことができます。また、月額定額で読み放題となるサブスクリプションサービス

「GANMA!プレミアム」では、連載中・完結済の GANMA!オリジナルマンガに限らず、

https://twitter.com/mycryptoheroes
https://www.youtube.com/watch?v=G_mMpalByj0
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GANMA!セレクションによる充実した完結マンガラインナ

ップも楽しむことができます。さらに、いつでも広告なし

でマンガを楽しむことができます。 

 

■公式サイト :https://ganma.jp/ 

■対応 OS ：iOS 12.0 以降、Android 5.0 以上 

■対応ブラウザ：Internet Explorer、Firefox、Safari、

Google Chrome など 

■閲覧料金 ：無料 ／GANMA!プレミアム*は月額 680 円 

＊GANMA!プレミアムは、選りすぐりのマンガが読み放題 

となり、公開前の連載次回話を通常よりも 2 週間早く読

むことができます。 

※「イラスト投稿機能」「ハート投稿機能」「GANMA!プ

レミアム」は、現在アプリ版のみ対応しております。 

 

※「Android」および「Google Chrome 」は、Google Inc.の商標または登録商標です。 

※「iOS」は、Apple Inc.の OS 名称です。「IOS」は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標で

あり、ライセンスに基づき使用されています。 

※「Internet Explorer」は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

※「Firefox」は、Mozilla Foundation の米国およびその他の国における登録商標です。 

※「Safari」は、米国 Apple Computer, Inc.の商標または登録商標です。 

 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

おとなの防具屋さん II製作委員会: 小畑 鈴木 

E-mail： otonanobouguyasan2@comicsmart.co.jp  

 

https://ganma.jp/
mailto:otonanobouguyasan2@comicsmart.co.jp

