
媒体関係者各位 
 
 

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社 
【1 ⽉ 17 ⽇（⽕）20:00 解禁】 

 
平素よりお世話になっております。 
ワーナー ブラザース ジャパン合同会社（東京都港区 社⻑ 兼 ⽇本代表 ⾼橋
雅美）のアニメプロダクション部⾨は、アニメ『BASTARD‼―暗⿊の破壊神
―』に関しまして以下の情報解禁を⾏います。 
 
『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載され、累計発⾏部数 3000 万部を超える
萩原⼀⾄原作の漫画『BASTARD!! ―暗⿊の破壊神―』がシリーズアニメ化！ 
2022 年、Netflix にて第 1 話〜第 24 話が世界配信中！そして BS11 と ABEMA
で 2023 年 1 ⽉ 10 ⽇（⽕）より毎週⽕曜 25:00〜25:30 で全 24 話、連続 2 クー
ルで好評放送中！ 
 
主⼈公は 400 年以上を⽣きる伝説の魔法使いダーク・シュナイダー。傲岸不
遜、傍若無⼈で破天荒、⾃信家な問題児という強烈キャラクターの彼が、その
強⼤な魔⼒をもって闇の軍勢であるモンスターや邪悪な魔法使いたち、そして
異形の存在「破壊神」と戦うファンタジーバトルストーリー。斬新で壮⼤な展
開に、呪⽂の詠唱描写、ヒロインたちのキュートでセクシーな描写も話題とな
り、連載当初から、またたく間に男⼥問わず爆発的な⼈気を集めました。 
 
★１/１７（⽕）放送、第 2 話「暴⾛」あらすじ＋場⾯写真解禁！ 
闇の反逆軍団の魔導⼠オズボーンは、ダーク・シュナイダーが放った爆裂地獄《ベノン》により撃退された。伝
説の魔法使いダーク・シュナイダー復活の気配を感じ取った四天王は、ケビダブを派遣し、再度、メタ＝リカー
ナ王国襲撃を図る。再び封印を解かれるダーク・シュナイダーだったが、傍若無⼈な彼は王国神官たちの命令に
従わず……。 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

週刊少年ジャンプから誕生したダークファンタジー漫画の金字塔 

 
 

 

 

1 月 17 日（火）放送 

第 2 話「暴走」あらすじ&場面写真 解禁！ 
 



画像素材ダウンロード 
https://www.dropbox.com/scl/fo/54abinjf9tfk1bgkyu6hc/h?dl=0&rlkey=b40vcf41htw4ql74edxmu042x 
 
★『BASTARD!! －暗黒の破壊神－』アニメ第２期製作決定！ 
「地獄の鎮魂歌編」2023 年 Netflix にて世界配信開始予定！ 
ファン待望の『BASTARD!! ―暗⿊の破壊神―』アニメ第２期の製作が決定！ダ
ーク・シュナイダーとアビゲイルの激闘、そしてメタ＝リカーナ王国の崩壊で幕
を閉じた第 1期「闇の反逆軍団編」から 2 年後の物語「地獄の鎮魂歌編」が
2023 年 Netflix にて世界配信開始予定！「地獄の鎮魂歌編」は侍軍団や魔戦将軍
など多数の魅⼒的な新キャラが登場、ダーク・シュナイダーとカル＝スの宿命の
対決が描かれるなど原作でも屈指の⼈気を誇るシリーズ。メインスタッフ、メイ
ンキャストはもちろん続投、気になる作品内容、新キャラ情報など今後のアニメ
新情報にぜひご注⽬ください。 
 
アニメ第２期制作決定＜第 1 弾 PV＞  https://youtu.be/ujGVW6vtacA 
 
 
【第 2期「地獄の鎮魂歌編」イントロダクションあらすじ】 
 
かつて世界⽀配をもくろんだ古の⼤魔法使いダーク・シュナイダー。彼が封印されてから 15 年後、世界
は破壊神アンスラサクスの復活を⽬論む闇の反逆軍団の脅威に晒され、メタ＝リカーナ王国にもその侵略
の⼿が迫っていた。 
そんな中、⼤神官の娘であるティア・ノート・ヨーコの魔法によって、ダーク・シュナイダーの封印が解
かれる。 
圧倒的な魔⼒で次々と敵を退けていくダーク・シュナイダーであったが、闇の反逆軍団・四天王の⼀⼈、
アビゲイル との壮絶な戦いの末、メタ＝リカーナ王国は崩壊。⼤爆発の中、すべての者は光の中に消え、
⾏⽅不明となった。 
 
それから 2 年後――。 
 
四天王の⼀⼈、カル＝スはその圧倒的な⼒で「氷の⾄⾼王（ハイ＝キング）」として君臨し、⼗⼆魔戦将
軍を率いて⼤軍を編成、破壊神復活の最後の鍵を握る王⼥シーラを探し求めていた。それに反発する形で
ア＝イアン＝メイデ王国の残党は侍を中⼼とした反乱軍を組織。各地で魔戦将軍と侍軍団は衝突を繰り返
していた。そしてその侍軍団の中に、2 年前の⼤戦を⽣き延びた、ティア・ノート・ヨーコの姿があった
…。 
 
アンスラサクスの最後の封印をめぐる聖戦、ダーク・シュナイダーとカル＝スによる宿命の戦い、原作で
も⼈気を博した「地獄の鎮魂歌編」が、いよいよアニメ第 2期として製作決定！ 
 
【第 2期メインスタッフ】 
原作：「BASTARD!! 暗⿊の破壊神」萩原⼀⾄（集英社ジャンプ コミックス刊） 
監督：尾崎隆晴 
シリーズ構成：⿊⽥洋介 
キャラクターデザイン：⼩野早⾹ 
クリーチャーデザイン：須永賴太 
エフェクト設計：⼭⽥起⽣ 
美術監督：井上⼀宏（草薙） 
美術設定：バーンストーム・デザインラボ 
⾊彩設計：篠原愛⼦ 
特効監修：⾕⼝久美⼦ 
特殊効果：荒畑歩美（チーム・タニグチ） 
3DCGI：Felix Film 
撮影監督：髙津純平 
編集：⻑⾕川舞（editz） 
⾳響監督：えびなやすのり 
⾳楽：⾼梨康治(Team-MAX) 
プロデュース：Warner Bros. Japan 
アニメーション制作：ライデンフィルム 
 
【第 2 期メインキャスト】 
ダーク・シュナイダー：⾕⼭紀章 
ティア・ノート・ヨーコ：楠⽊ともり 
ルーシェ・レンレン：伊藤かな恵 
カル＝ス：⼩野賢章 
ガラ：安元洋貴 



アーシェス・ネイ：⽇笠陽⼦ 
アビゲイル：杉⽥智和 
シーラ・トェル・メタ＝リカーナ：東⼭奈央 
ラーズ：松岡禎丞 
カイ・ハーン：伊藤静 
ヨシュア・ベラヒア：寺島拓篤 
ニルス・ショーン・ミフネ：速⽔奨 
イングヴェイ・フォン・マルムスティーン：諏訪部順⼀ 
ジオン・ゾル・ヴァンデンヴァーグ：遊佐浩⼆ 
破壊神アンスラサクス：⼩⼭茉美 
ほか 
 
 
★『BASTARD!! ―暗⿊の破壊神―』とは？ 
『BASTARD‼−暗⿊の破壊神−』は、累計発⾏部数 3000 万部を超える萩原⼀⾄原作の漫画。1987 年に「週刊少年ジャンプ」
（集英社）で掲載された読切『WIZARD!!〜爆炎の征服者〜』が話題になり、翌 1988 年から連載化されると、またたく間に男⼥
問わず爆発的な⼈気を集めた。 
王道のエンタメ性と斬新で壮⼤な設定を併せ持つストーリー、圧倒的なファンタジー世界観、ソード＆ソーサリーの要素を持つ迫
⼒あるバトル、当時の少年誌では少し過激かとも思わせるキュートなヒロインたちのセクシー描写。そんな魅⼒あふれるストーリ
ー＆キャラクターを密度の濃い画⼒で描いた本作は「ダークファンタジー漫画の始祖であり⾦字塔」とも名⾼く、後の数々のファ
ンタジー作品に影響を与えてきた。 
 
【第 1 期 あらすじ】 
近代⽂明の崩壊から 400 年後、世界は魔法と剣が⽀配する混沌の中にあった。 
 
破壊神アンスラサクスの復活を⽬論む闇の反逆軍団は、その圧倒的な魔⼒を持つ四天王を中⼼に、世界を⽀配するべく、勢⼒を広
げ続けていた。 
そんな中、中央メタリオン⼤陸にあるメタ＝リカーナ王国は魔導師率いる闇の反逆軍団に襲撃される。 
王国を救うため、⼤神官の娘ティア・ノート・ヨーコは⼀つの決断を迫られる。 
それは幼なじみの少年ルーシェ・レンレンの内に封じ込められている、 
かつて世界⽀配をもくろんだ古の⼤魔法使いを復活させること。 
そして、その封印を解くことができるのは処⼥による接吻のみ――。 
差し迫った危機にヨーコが意を決してルーシェと唇を重ねた瞬間、⿊く強⼤な妖気が周囲に満ちていく。 
最強にして最狂、超絶美形主⼈公、伝説の魔法使いダーク・シュナイダーが今、復活を遂げる！ 
 
【第 1 期 キャスト】 
ダーク・シュナイダー：⾕⼭紀章 
ティア・ノート・ヨーコ：楠⽊ともり 
ルーシェ・レンレン：伊藤かな恵 
ガラ：安元洋貴 
アーシェス・ネイ：⽇笠陽⼦ 
アビゲイル：杉⽥智和 
カル＝ス：⼩野賢章 
シーラ・トェル・メタ＝リカーナ：東⼭奈央 
ラーズ：松岡禎丞 
シーン・ハリ：⼩澤亜李 
カイ・ハーン：伊藤 静 
ダイ＝アモン：⼦安武⼈ 
破壊神アンスラサクス：⼩⼭茉美 
ほか 
 
【第 1 期 メインスタッフ】 
原作：「BASTARD!! 暗⿊の破壊神」萩原⼀⾄（集英社ジャンプ コミックス刊） 
監督：尾崎隆晴 
シリーズ構成：⿊⽥洋介 
キャラクターデザイン：⼩野早⾹ 
クリーチャーデザイン：須永賴太 
エフェクト設計：⼭⽥起⽣ 
美術監督：井上⼀宏（草薙） 
美術設定：バーンストーム・デザインラボ 
⾊彩設計：篠原愛⼦ 
特効監修：⾕⼝久美⼦ 
特殊効果：荒畑歩美（チーム・タニグチ） 



3DCGI：Felix Film 
撮影監督：髙津純平 
編集：⻑⾕川舞（editz） 
⾳響監督：えびなやすのり 
⾳楽：⾼梨康治(Team-MAX) 
オープニングテーマ：「Bloody Power Fame」coldrain（Warner Music Japan） 
エンディングテーマ：「BLESSLESS」Tielle（Warner Music Japan） 
プロデュース：Warner Bros. Japan 
アニメーション制作：ライデンフィルム 
ほか 
 
 
【第 1 期 配信情報】 
Netflix 
全 24 話好評配信中 
ABEMA 
1 ⽉ 10 ⽇(⽕)より、毎週⽕曜⽇ 25 時〜 好評放送中！ 
※放送⽇時は変更になる可能性がございます。 
ひかりＴＶ、J:COM オン デマンド、milplus(みるプラス）、イッツコムオンデマンド、TELASA、U-NEXT、 
Google Play™ 、Amazon Prime Video、ビデオ・マーケット、Music.jp、GYAO! Store、バンダイチャンネル 
1 ⽉ 11 ⽇(⽔)正午より、毎週更新 好評レンタル配信中！ 
 
【第 1 期 放送情報】 
BS11 
1 ⽉ 10 ⽇（⽕）より毎週⽕曜 25:00〜25:30で全 24 話、連続 2 クール 好評放送中！ 
アニマックス 
3⽉ 1 ⽇（⽔）より、毎週⽔曜⽇ 21 時〜 
 
【公式情報】 
公式サイト：https://bastard-anime.com  
公式 Twitter：＠bastard_PR 
©萩原⼀⾄/集英社・BASTARD!! 製作委員会 
 
【原作情報】 
■書籍 
1巻〜27 巻発売中 
©萩原⼀⾄／集英社 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
■漫画『BASTARD!! −暗⿊の破壊神−』デジタル版配信中 
ジャンプ＋、ヤンジャン！、ゼブラックにて配信中！ 
・ジャンプ+（https://shonenjumpplus.com/app） 
・ゼブラック（http://app.adjust.com/mw10ij5） 
・ヤンジャン！（https://ynjn.jp/） 

 
 
 
 

 
■ワーナーブラザース・ディスカバリー： 
ワーナーブラザース・ディスカバリー（Nasdaq:WBD）は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォ
リオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを
提供する企業です。我々が制作し配給する番組やサービスは 220以上の国や地域、50以上の⾔語に対応しており、
代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供し
ています。 
ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。 
ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、Eurosport、HBO、HBO Max、HGTV、Food Network、
OWN Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、MotorTrend、アニマルプラネッ
ト、Science Channel、ワーナーブラザース映画、ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースゲーム
ス、ニュー・ライン・シネマ、カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、Adult Swim、ターナー
クラシック映画、Discovery en Español、Hogar de HGTV他 
詳細については、www.wbd.com をご覧ください。 
 
 
■Netflix (ネットフリックス) について： 
Netflix は、190以上の国や地域で 2億 2,300万⼈の有料メンバーが利⽤するエンターテインメントに特化した世界最
⼤級の動画配信サービスです。各種受賞作を含む幅広いジャンルのシリーズやドキュメンタリー、⻑編映画、モバイ
ルゲームなどを多くの⾔語で配信しています。好きな時に、好きな場所から、好きなだけ映画やシリーズを楽しんで
いただくことができ、いつでも料⾦プランを変更いただけます。 
 
 
【パブリシティ、作品に関するお問い合わせ】 
ミラクルヴォイス 
TEL：03-6416-3681／FAX：03-6416-3699 MAIL: info@miraclevoice.co.jp 
 
【作品に関するお問い合わせ】 
ワーナー ブラザース ジャパン合同会社 アニメプロダクション 
有賀啓亮 MAIL:keisuke.ariag@warnerbros.com  


