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放映局 スティグマ 

2007.04（２クール） 

二ノ宮くん 

2007.10 

H2O 

2008.01 

純ロマ 

2008.04 

ストパン 

2008.07 

TVh 木26：30 - 

MX 木26：30 月27：00 

テレ玉 木25：30 

チバ 木26：30 

tvk 土27：30 

TVA - - - - - 

ぎふ - - - 土25：00 

三重 - - - 月27：00 

サン - - - - 月26：10 

KBS 金26：00 金26：15 

TVQ 水27：38 

無料/BS BS朝日 BS日テレ 

アニメ魂時代からのその他放映局は群馬、信越放送（長野）、福井テレビ、奈良、RKK熊本

放送。放映の名古屋飛ばしが解消されたのもこの時期（強引ではあるが）。 

放映局 純ロマ２ 2008.10 レギオス 2009.01（２クール） 

TVh 木26：30 

MX 金26：00 

テレ玉 木26：00 

チバ 水25：30 

tvk 土25：00 

TVA - 水25：58 

ぎふ 土25：00 - 

三重 月27：00 - 

サン 月26：10 

KBS 日24：00 - 

TVQ 水27：38 

無料/BS - - 

アニスピ枠時代のその他放映局ではこれらの放映は消滅した。TVhについては純ロマ２もレ

ギオスもやるんならストパンやってやれよ！と思う。アニスピ時代と異なりこの時期は衛星放

映がない。ちなみにテレビ愛知のレギオスは喰霊の後釜だ。 
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放映局 生存 

2009.10 

おまひま 

2010.01 

ストパン２ 

2010.07 

パンスト 

2010.10 

デッドマン 

2011.04 

R-15 

2011.07 

TVh - - - - - - 

MX 木26：30 木26：00 火26：30 木26：30 

テレ玉 水25：30 木26：00 月26：05 

チバ 水26：30 水25：30 月25：30 木25：30 

tvk 土25：00 

TVA 金25：58 - - - 

ぎふ - - - 月25：45 土26：30 木25：45 

三重 - - - 火26：50 水26：50 木26：50 

サン 月26：10 月25：40 月25：35 

KBS - - - - - - 

TVQ 日26：30 日27：00 日26：30 - 

無料/BS BS日テレ - 

以前の冊子でも書いたが２クール放映と１クール休みの繰り返しになっている枠。こうして

見ると各局目まぐるしく曜日と時間が変わっているがtvkはアニメスピリッツ枠終了時以外全

く放映時間が変わっていない。おそらく幹事局なのだと思われる。ここでアニメ魂系統枠は打

ち止めとなるが、ぎふ三重での本枠はマケン姫っ（つなぎ枠群……次ページ参照）に受け継が

れる。 

本枠はBS日テレでの同期放映が特徴であったが、同局およびTVQでのR-15放映は取りやめ

になった。休みクール直前の作品（おまひま、パンスト、R-15）はAT-Xでも同時放映になる

ので衛星なし、ということにはならなかったが。 

 

誤植の訂正（P.15） 

 「サブ系統・脳コメ枠チームBS11（BS11金曜角川枠）の表の放映クール表示を思いっきり間

違えています。マケン姫通が2014年１月、チャイカが2014年４月、Pイリヤ２は2014年７月で

すね、すまなんだ。冊子製作工程の都合上ここに訂正文を入れて済まさざるを得ない点ご承知

おきください（記入：販売日前日夜のプリントアウト中）。 
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2010年10月のそらおとfに始まり、2012年４月のこれゾンDに終わる枠の流れなのだが、2011

年７月期と10月期にそれぞれ２本の角川アニメがあるのが理解を難しくしている。実際三池も

よくわからないので、この部分はここまでの表形式ではなくて、流れをそのまま記すことにさ

せていただく。 

２枠時代に追加した方の枠が今に続いているものを「入れ替え型」、そうでないものを「直

結型」ととりあえず分類したが、意味があるとは思えない…… 

2010.10 2011.01 2011.04 2011.07 2011.10 2011.01 2012.04 

そらおとf これゾン 世界一初恋 いつ天 

ツイエン 

世界一２ 

マケン姫っ 

Another これゾンD 

テレビ北海道（TVh）……単発型 

●ツイエンのみ放映（火26：00） 

東京MXテレビ……直結型 

●火27：00 そらおとf→これゾン→世界一初恋 水26：00 いつ天→世界一２→Another 水

25：00 これゾンD 

●水26：30 ツイエン→マケン姫っ 

テレ玉……入れ替え型 

●金25：00 そらおとf 月25：30 これゾン 金25：05 世界一初恋→いつ天→世界一２ 

●火25：05 ツイエン→マケン姫っ→Another 日24：30 これゾンD 

チバテレビ……入れ替え型 

●月26：00 そらおとf→これゾン→世界一初恋→いつ天→世界一２ 

●金25：30 ツイエン→マケン姫っ→Another→これゾンD 

テレビ神奈川（tvk）……直結型 

●水25：45 そらおとf→これゾン→世界一初恋→いつ天→マケン姫っ→Another 日24：30 

これゾンD 

●月25：45 ツイエン→世界一２ 

テレビ愛知（TVA）……単発型 

●そらおとf（木26：28）とツイエン（火26：30）の２本のみ。 

ぎふチャン……入れ替え型 

●月25：45 （パンスト）→これゾン→世界一初恋→いつ天→世界一２ 

●木25：45 （R-15）→マケン姫っ→Another→これゾンD 

三重テレビ……入れ替え型 

●火26：50 （パンスト）→これゾン→世界一初恋→いつ天→世界一２ 

●木26：50 （R-15）→マケン姫っ→Another 木26：20 これゾンD 

サンテレビ……入れ替え型 

●月26：10 そらおとf→これゾン 月26：05 世界一初恋→ツイエン→世界一２ 

●木24：35 いつ天→マケン姫っ 木26：05 Another 木24：35 これゾンD 
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KBS京都テレビ……１枠分のみ放映 

●火25：00 そらおとf→これゾン→世界一初恋→いつ天→世界一２→Another 

TVQ九州放送……直結型 

●水26：43 そらおとf→これゾン 水26：48 世界一初恋→いつ天→マケン姫っ→Another

→これゾンD 

●月26：23 ツイエン→世界一２ 

 

世界一初恋→いつ天→世界一２、という流れが多数派のようではある（tvkとTVQは世界一

初恋→いつ天→マケン姫っの流れ、サンテレビは世界一初恋→ツイエン→世界一２の流れ）。 

マケン姫っの後釜がAnotherになっている場合が多いが、MXとKBSにおいてはAnotherが

世界一２の後釜と見られる（まあKBSはAnother放映で当枠が終了なのだが）。 

当枠群は衛星放映状況が良くなく、地上波同期放映はツイエンとこれゾンDのみ。一方スカ

パーではAT-Xにおいてマケン姫っやこれゾン、世界一初恋両シーズンで同期放映が行われた

（いつ天とAnotherではなかったが）。 

放映局 うぽって 地上波2012.07 えびてん 地上波2012.10 生存２ 地上波2013.01 

TVh - - - 

MX 水25：00 

テレ玉 日24：30 

チバ 金25：30 

tvk 日24：30 

TVA - - - 

ぎふ 木25：45 

三重 木26：20 

サン 水26：05 木24：35 

KBS - - - 

TVQ 木26：53 水26：40 

無料/BS BS日テレ BS11 / 金27：00 

この枠の３作は地上波放映の３か月前にネット配信されている。ほとんどこれゾンDの後釜

として地上波放映されている。BS日テレでの角川アニメ放映は現状ではうぽってが最終とな

っている。 



 

14 

放映局 RDG 2013.04 ブラドラ 2013.07 脳コメ 2013.10 

TVh - - - 

MX 水25：00 

テレ玉 日24：30 

チバ 金25：30 日24：30 

tvk 日24：30 

TVA - - - 

ぎふ 木25：45 

三重 木26：20 

サン 水26：00 

KBS - - - 

TVQ 水26：40 

無料/BS BS11 / 金27：00 

ネットファースト枠の後継。メイン枠と同じく当枠でも関東３局での時間統一がされた。 

放映局 恋いろは 2014.01 ダイショー 2014.04 ラブステ 2014.07 

TVh - - - 

MX 水25：00 水25：35 水25：05 

テレ玉 日24：30 

チバ 日24：30 

tvk 日24：30 

TVA - - - 

ぎふ 火25：00 

三重 金25：50 

サン 木25：30 水26：00 水25：30 

KBS 土23：30 金25：00 - 

TVQ 月26：30 火27：05 

無料/BS BS11 / 土27：00 BS11 / 木27：00 

玉チバtvkにおける脳コメの後釜枠でこの３局では日24：30に放映時間を統一している。こ

の枠の放映作はAT-X同期放映の例がない。またMXとサンでは１クールごとに当枠とチーム

BS11枠（次ページ掲載）の放映作を交換している（BS11木曜アニメの後釜がBS11金曜アニメ

になり、BS11金曜アニメの場合はその逆になる）。 
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放映局 マケン姫通 2005.10 チャイカ 2006.04 Pイリヤ２ 2006.07 

TVh - - - 

MX 水25：30 水25：05 水25：35 

テレ玉 木25：05 

チバ 木25：00 

tvk 水25：30 金25：15 

TVA - - - 

ぎふ 木25：45 

三重 木26：20 

サン 水26：00 水25：30 水26：00 

KBS - - - 

TVQ 水26：40 

無料/BS BS11 / 金27：00 

BS11などにおける脳コメの後釜枠で玉チバtvkでの放映時間統一はない。この枠の１月７月

放映作はAT-Xで同期放映する（４月10月はメイン枠の同期放映）。前項の説明通りMXとサン

では１クールごとに当枠とチーム関東３局枠の放映作を交換している（BS11金曜アニメ→

BS11木曜アニメの繰り返しになると思われる）。なぜそうなっているのかは全くわからないが。 

放映局 空上げ 2009.01 ハルヒ新版 2009.04（２クール） キデガラ 2009.10（２クール） 

TVh - 月25：30 - 

MX 金26：30 

テレ玉 木25：00 

チバ 火25：45 火26：00 

tvk 金27：15 

TVA - -（メ～テレで放映） -（中京テレビで放映） 

ぎふ 月25：45 -（メ～テレで放映） -（中京テレビで放映） 

三重 火26：55 -（メ～テレで放映） -（中京テレビで放映） 

サン 木24：40 

KBS 火26：00 火25：10 火25：00 

TVQ - 土26：40 - 

無料/BS - - - 

その他放映局はハルヒ新版が仙台放送、UX（新潟）、奈良、和歌山、広島テレビ。キデガラ

が仙台放送、広島テレビ。衛星放映状況は悪いが、空上げはAT-Xでの同期放映があった。 
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FA 2010.10 GOSICK 2011.01（２クール） ダンタリ 2011.07 

TVh以外のテレ東系５局＋びわ湖 TVh以外のテレ東系５局 

一時期角川枠がテレビ東京に戻ってきたことがあった。たったの３本で終わってしまったが。

なぜかTVhだけハブられた謎のネットワークだった。テレビ東京らしく衛星はAT-Xのみ。 

 木曜深夜枠 金曜24：00枠 金曜深夜枠 土曜深夜枠 

2008.01  二ノ宮くん（遅・再）   

2008.04 フルメタ無印 

2008.07 

2008.10 フルメタTSR 

2009.01 フルメタふもっふ 

2009.04 シャングリ 

2009.07 

2009.10 そらおと 

2010.01 生存（遅・再） 

2010.04 喰霊（遅れ） 

2010.07 裏僕（遅れ） 

2010.10 

2011.01 （ヘタリア２） 

2011.04 （30歳保体） 

2011.07 ツイエン 

2011.10 （Fate/Zero） 

2012.01 （BRAVE10） 

2012.04 これゾンD （ZETMAN） 氷菓 Another（遅れ） 

2012.07 （人退） （カンピオーネ） （だから僕はＨが） 

2012.10  （ジョジョ） えびてん （BTOOOM） 

2013.01 生存２  

2013.04 （黒バス再放送） RDG 

2013.07 （フリージング） ブラドラ Pイリヤ 

2013.10  （アイマス） 脳コメ 勇しぶ 

2014.01 （妹ちょ） マケン姫通 恋いろは 

2014.04 ダイショー （蟲師続章） チャイカ デトアラ２ 

2014.07 ラブステ （サーバントS） Pイリヤ２ 東京ESP 



 

 

本当はBS11だけじゃなくて地上波11局分の局別枠変遷表を作ったり、WOWOW黄金時代も

含めた話をしなくちゃならなかったんだけど、そうすると時間が足りないし、なにより

「WOWOW黄金時代はなぜ崩壊したか？」という永遠のセントラルドグマに足を踏み入れざ

るを得なくなるんでやめました。内部の人間じゃないんで調べようがないんですよねあれ。 

今冬の本をどうするかなんですが、まあ角川衛星問題は解決してしまったので残りのアニメ

格差で大きなものといえば衛星放映がなくなってしまったノイタミナ……なんですがたぶん

そのネタではないと思います。考えているのは以前やったDVD発売元と放映局の関連付け調査

のアップデート、または前から気にしている新聞テレビ欄の局名表記調査か、いや話題はテレ

ビに限らず全国チェーン店の分布調査など地域格差全般にも広げてみたい……とまあ、要する

にまだ固まってないんです。とりあえずお楽しみに、ということでまた今度。 

 

ブログ：三池嵐次郎のSavage★Night＋ 

（みいけらんじろう の さべっじないと ぷらす） 

http://savage-night-plus.moe-nifty.com/blog/ 

ツイッター：２日後ぐらいに開始する全国アニメのタイトル＆局をツイート中。 

https://twitter.com/miike_ranjiro 
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