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J:COM×アスミック・エース
“アニメ＆映画「３月のライオン」プロジェクト”が始動
独占配信、イベント連動、プロモーションなど、さまざまな取り組みを通して、
J:COM グループを挙げて作品の盛り上げ企画を実施

©羽海野チカ・白泉社／「３月のライオン」アニメ製作委員会

株式会社ジュピターテレコム（J:COM、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：牧 俊夫）と、アスミック・エ
ース株式会社（アスミック・エース、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：長澤 修一）は、J:COM グルー
プとして連携し、今秋より、羽海野チカの大人気ベストセラー・コミック「３月のライオン」（白泉社刊・ヤングア
ニマル連載）のアニメ＆映画作品を盛り上げていく≪３月のライオン プロジェクト≫をスタートいたします。
アスミック・エースでは、10 月 8 日（土）23：00 より NHK 総合テレビで放送開始となるテレビアニメ「３月のラ
イオン」（監督：新房昭之、アニメーション制作：シャフト）、そして来年春、全国東宝系にて 2 部作ロードショー
する劇場実写映画『３月のライオン』（監督：大友啓史、主演：神木隆之介、共同幹事・配給：東宝＝アスミッ
ク・エース）の両作品の製作に携わり、原作とも連動しながら、漫画×アニメ×映画の一大ムーブメントを創り
出します。
J:COM では、動画配信サービスでの独占配信、番組供給会社と連携したイベント開催、自社メディアを活用
したプロモーションなどを通じて、子会社のアスミック・エースが推進する“アニメ＆映画「３月のライオン」プロ
ジェクト”を応援・推進して参ります。
今後も引き続き、アニメ＆映画「３月のライオン」の魅力を存分に伝えていく関連企画や映像を、続々発表し
ていく予定です。ケーブルテレビ事業とメディア事業を展開する J:COM グループは、魅力あるコンテンツの
提供により、たくさんのお客さまに心に響く感動をお届けいたします。

【1】 アニメ「３月のライオン」、J:COM／Hulu にて独占見逃し配信！
NHK 総合テレビでの OA 翌日 10 月 9 日（日）昼 12:00 より、アニメ「３月のライオン」の J:COM／Hulu 独占
配信が決定！「J:COM オンデマンド メガパック」にて全話を見逃し配信で視聴可能となります。また、
「J:COM オンデマンド」では第 1 話を無料で配信いたします。さらに配信を記念して、プレゼントキャンペーン
やイベントも開催予定です。
【2】 「第 5 回 J:COM 杯３月のライオン子ども将棋大会」との PR 連動！
J:COM 及び株式会社囲碁将棋チャンネルが主催し、毎年 7 都市で小中学生を対象に開催している「J:COM
杯３月のライオン子ども将棋大会」。今年は 5 周年を記念し、優勝者の駒音が、映画『３月のライオン』本編で
主人公・零の子供時代に指す将棋の駒音として実際に使用される権利が与えられます。9 月 24 日（土）将棋
会館（東京都渋谷区千駄ヶ谷）にて、各地の上位入賞者のみが集ってチャンピオンを決定する全国大会の
表彰式にて贈呈を行います。
【3】 映画『３月のライオン』、来春【前篇】3/18（土） 【後編】4/22（土）劇場公開決定！
アスミック・エースが東宝株式会社と共同で製作幹事・配給を手掛ける実写映画『３月のライオン』。累計興行
収入 125 億円の大ヒットとなった『るろうに剣心』シリーズの大友啓史監督が、主演に神木隆之介、共演に
佐々木蔵之介、伊藤英明、加瀬亮、有村架純、倉科カナ、清原果耶、前田吟ほか超豪華キャストを迎えて映
画化。そして 2017 年春休みからゴールデン・ウィークにかけて、堂々の 2 部作連続公開が決定しました。
＜参考情報＞
■著者
羽海野チカ （代表作「ハチミツとクローバー」）
■連載
ヤングアニマル（白泉社刊）
■コミックス
1～11 巻発売中
最新 12 巻 9 月 29 日発売
原作「３月のライオン」

■受賞歴
2010 年「第 1 回ブクログ大賞」マンガ部門大賞
2011 年「第 4 回マンガ大賞 2011」大賞受賞
2011 年「第 35 回講談社漫画賞」一般部門
2014 年「第 18 回手塚治虫文化賞・マンガ大賞」
2015 年「ダ・ヴィンチ BOOK OF THE YEAR 2015（コミックランキング 1 位）」
【原作公式サイト】 http://3lion.younganimal.com/
【原作公式 Twitter】 @3_lion
【原作公式 Facebook】 https://www.facebook.com/3lion.hakusensha

■放送情報
2016 年 10 月 8 日（土）23:00 より NHK 総合テレビにて放送
※放送日時は変更となる場合がございます。

■配信情報
2016 年 10 月 9 日（日）12:00 より J:COM／Hulu 独占配信
・J:COM メガパック： 全話を見逃し配信で視聴可能
・J:COM オンデマンド： 第 1 話を無料配信

テレビアニメ
「３月のライオン」

■スタッフ
原作：羽海野チカ（白泉社 ヤングアニマル連載）
監督：新房昭之
キャラクターデザイン：杉山延寛
美術設定：名倉靖博
美術監督：田村せいき
音響監督：亀山俊樹
音楽：橋本由香利
アニメーション制作：シャフト
製作：「３月のライオン」アニメ製作委員会
■コピーライト
©羽海野チカ・白泉社／「３月のライオン」アニメ製作委員会

■キャスト
桐山零：河西健吾
川本あかり：茅野愛衣
川本ひなた：花澤香菜
川本モモ：久野美咲
二海堂晴信：岡本信彦
■主題歌
BUMP OF CHICKEN
【TV アニメ公式サイト】http://3lion-anime.com/
【TV アニメ Twitter】@3lion_anime
【TV アニメ Facebook】https://www.facebook.com/3lion.anime
【NHK 番組 HP】http://www.nhk.or.jp/anime/3lion/
■劇場公開
2017 年 【前篇】3 月 18 日（土） 【後編】4 月 22 日（土）
全国東宝系にて 2 部作・ロードショー
■スタッフ
原作：羽海野チカ（白泉社 ヤングアニマル連載）
監督：大友啓史
脚本：岩下悠子 渡部亮平 大友啓史
制作プロダクション：アスミック・エース、ROBOT
配給：東宝＝アスミック・エース
■コピーライト
©2017 映画「３月のライオン」製作委員会
実写映画
『３月のライオン』

■キャスト
桐山零：神木隆之介
島田開：佐々木蔵之介
後藤正宗：伊藤英明
宗谷冬司：加瀬亮
川本あかり：倉科カナ
川本ひなた：清原果耶
川本モモ：新津ちせ
川本相米二：前田吟
幸田香子：有村架純
幸田柾近：豊川悦司
【映画公式サイト】http://3lion-movie.com/
【映画 Twitter】@3lionmovie
【映画 Facebook】https://www.facebook.com/3lionmovie/

ジュピターテレコムについて

http://www.jcom.co.jp/

株式会社ジュピターテレコム（本社：東京都千代田区）は、1995 年に設立された国内最大手のケーブルテレビ事業・番組供給
事業統括運営会社です。ケーブルテレビ事業は、札幌、仙台、関東、関西、九州・山口エリアの 28 社 75 局を通じて約 521 万
世帯のお客さまにケーブルテレビ、高速インターネット接続、電話、モバイル、電力等のサービスを提供しています。ホームパ
ス世帯（敷設工事が済み、いつでも加入いただける世帯）は約 1,999 万世帯です。番組供給事業においては、17 の専門チャン
ネルに出資及び運営を行い、ケーブルテレビ、衛星放送、IP マルチキャスト放送等への番組供給を中心としたコンテンツ事業
を統括しています。
※上記世帯数は 2016 年 6 月末現在の数字です。
アスミック・エース株式会社について http://www.asmik-ace.co.jp
アスミック・エース株式会社は、日本映画製作・配給、外国映画の輸入・配給、および映像パッケージの制作・販売・配信など、
映画・映像事業を総合的に展開しています。
また映像配信事業として、「J:COM オンデマンド」「ビデオパス」などを J:COM/KDDI と展開し、2015 年 12 月より、ジュピター
エンターテイメント株式会社からの吸収分割を受け、ケーブルテレビ向けの IP-VOD サービス「milplus」を開始しました。

