鍛｢えた体が僕の
ひとつの魅力になればいい ｣

﹃傷だらけのイケメン達﹄
炎神戦隊ゴーオンジャー俳優

PROFILE

放題配
信中!

絶賛配信中

碓井将大

SPECIAL
INTERVIEW

ボロボロになった碓井将大は
dTVチャンネルの
で
「ひかりＴＶチャンネル+」
チェック！
！ 詳しくは➡

うすい・まさひろ●'91年生まれ、
東 京 都 出 身。男 性 俳 優 集 団
D-BOYSのメンバー。ドラマや
映画、
舞台など幅広く活躍中。

アナタの
スマホテ
24 時間見
レビ局
!
「傷だらけの
イケメン達」は
「ひかりＴＶチャンネル+」で

傷だらけのイケメン達

毎週
（土）
23:15～ほか 見逃し配信あり ひかりＴＶチャンネル+

イケメンを汚していき、
「イケメンが汚れるさまを見
たい！」
という女性の願望を叶えるバラエティー。

番組最終回のイケメンは︑
碓井将大！

いう︑女性なら誰しも
︵？︶
持っている願望を

﹁イケメンが傷だらけになる様が見たい﹂
と

かなえる番組
﹁傷だらけのイケメン達﹂
︒イケ

メン若手俳優が︑さまざまなシチュエーショ

ンのもと︑毎回何かしらのトラブルに巻き込

まれ︑傷つき汚れていく姿をアクションシー

ン満載で描く︒番組の最終回である 月配信

9

話分を 日で撮るというハードな撮影︒

には︑俳優の碓井将大が登場︒

1

ます﹂
と宣言した︒

が僕のひとつの魅力になればいいかなと思い

れからも頑張って体を鍛えて︑その鍛えた体

は︑今年は脱いでばっかりなんです
︵笑︶
︒こ

だなと
︵笑︶
﹂
と告白︒健康的な碓井らしく
﹁僕

健康的に爽やかに汗をかいている女性は素敵

感じではなくて︑フィットネスやスポーツで

かいている女性がいいですね︒ねっとりした

そんな彼が好きな女性のタイプは︑
﹁汗を

フの労をねぎらう優しい一面も︒

にも愛が伝わると思います﹂
と話し︑スタッ

お疲れさまでした︒きっと見てくださった方

鋭で作りました︒スタッフの皆さま︑一年間

白いものを作ろうと試行錯誤しながら少数精

もします︒限られた時間の中で︑それでも面

のは本当に光栄ですし︑何だか不思議な感じ

です︒こうして最後を務めさせていただけた

チで︑他にはない一風変わった興味深い作品

﹁イケメンを傷つけるという面白いアプロー

そして︑自身がトリを務めた番組について

と︑晴れやかな笑顔を見せる︒

自由にやらせてもらえて︑楽しかったです﹂

ハードな一日でしたが︑アクションもだいぶ

すが︑そこは気合を入れ集中してやりました︒

で作り上げなければならない芝居は緊張しま

うので︑今日のように初めて会った方と一日

時は︑ちゃんと稽古をしないと怪我をしちゃ

やる機会が続いています︒アクションをやる

はないんですが︑昨年︑今年とアクションを

は︑
﹁本来︑アクションはそんなにやる方で

しいアクションシーンを颯爽とこなした碓井

猛暑の中︑ビルの屋上や荒川の河川敷での激

4

9月の注目プログラム dTV チャンネル
勝ち抜きバトル K-POP 番組
【韓国から独占生中継】

Power of K Lab7

9/2（月）スタート毎月第一（月）20:00～ Kchan!韓流TV 見逃し配信あり

人気K-POP番組が9月からリニューアル。ソウルに
舞台を移し、東京で行われる最終回のステージに
立つ権利を懸けて、若手K-POPアイドル7組がバ
トルを繰り広げる。勝敗を決めるのは視聴者投票。
9月は特別ゲストとしてNCT DREAMも登場する。
写真提供／ StreamMediaCorporation

志尊淳主演の大人向けラブロマンス
潤一 ディレクターズカット版＜ PG-12 ＞
9/7
（土）
24:30～ ひかりTVチャンネル＋ 見逃し配信あり

志尊淳演じる謎めい
た青年・潤一を巡る
官能ラブストーリー。
妊婦や未亡人など、
孤独な女性6人と潤
一の交流を描く。

© 2019 「潤一」製作委員会

9/20（金）劇場公開アニメのスピンオフ

明るく楽しい冒険ファンタジー
ドロシーとオズの魔法使い
9/15
（日）
スタート毎週
（日）
10:00～ほか ブーメラン 見逃し配信あり

「オズの魔法使い」の世
界観をベースにしたコメ
ディ・ファンタジー。オズ
国を舞台に、ドロシーた
ちの活躍や騒動を描く。
© 2017 Warner Bros. Entertainment Inc. THE WIZARD OF OZ and all related characters and
elements are™ and © Turner Entertainment Co.

卓球ノジマT リーグ全試合生配信

HELLO WORLD スピンオフ
ANOTHER WORLD

ノジマＴリーグ
2019-2020 シーズン
9/1（日）12:00～ほか Tリーグチャンネル2ほか 見逃し配信あり

9/13
（金）
、27
（金）
22:00～ ひかりTVチャンネル＋ 見逃し配信あり

ひかりTVチャンネル＋のほ
か、Tリーグチャンネル1 〜
3で男女共に全試合を生配
信。世界トップクラスの選
手たちによる白熱の戦いを、
リアルタイムで楽しめる。

近未来青春SFラブストーリー
『HELLO WORLD』のオリジナル
スピンオフアニメ。本編と同じ
く北村匠海、浜辺美波らが声を
担当。
© ひかりTV

©T.LEAGUE

dTV チャンネルなら
約 30 の専門チャンネルが
見放題 !
チャンネルラインナップ
海外ドラマ・映画
ソニー・チャンネル
アニメ・キッズ
プリプリ☆キッズステーション
ブーメラン
ディズニージュニア ライト
ニコロデオン
エンターテインメント
プチフジ
TBS オンデマンドチャンネル
ファミ劇 Neo
エンタメ～テレ☆バラエティ SELECT
MEN'S NECO
ひかりＴＶチャンネル +
Kawaiian for ひかりＴＶ
音楽
& MUSIC
MTV MIX
韓流
KBS World
Kchan ！韓流 TV
趣味
将棋プラス
囲碁プラス
ダンスチャンネル by エンタメ～テレ
MONDO 麻雀 TV
タビテレ
釣りビジョン Plus
ドキュメンタリー
ヒストリー
ナショナル ジオグラフィック
ナショジオ ワイルド
Discovery TURBO
スポーツ・ニュース
TBS NEWS
euronews
GAORA Bros.
T リーグチャンネル 1
T リーグチャンネル 2
T リーグチャンネル 3
※TリーグチャンネルはTリーグ開幕期間中のみご視聴いただけるチャ
ンネルです。

dTV チャンネルへの加入は
カンタン 2 ステップ
STEP.1

dTV チャンネルに登録しよう。
dTVチャンネルの公式ホームページにある、登録ページ（https://
へアクセスし、会員登録をしてください。
dch.dmkt-sp.jp/register）

STEP.2

専用アプリをダウンロードしよう。
「dTVチャンネル」アプリをダウンロードしてください。アプリを
起動し、ログイン画面でアカウント／パスワードを入力すればお
楽しみいただけます。

初回

31日間無料！

＊2

780

月額

まずは
おためし！

円（税抜）

「 dTVお得パック」で
「 dTV 」とセットならさらにお得！

＊1

詳しくはこちらから➡

＊1 契約日-解約日にかかわらず、毎月１日から末日までの１か月分の料金となります。日割り計算はいたしませんのでご注意ください。＊2 dTVチャンネルの初回お申込みから月額使用料が7日間無料となります
（初回お申込
みの場合のみの適用となります。一部無料とならない場合や無料期間が途中で終了となる場合があります）
。無料期間中にお客さまよりサービス解約のお申出がない場合、無料期間終了後は有料となり、無料期間終了日の翌日
が属する月より月額利用料（１か月分）がかかります。＜初回 31日間無料キャンペーン＞キャンペーン期間中
（2018年1月30日〜）に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。その他の
適用条件は、初回7日間無料と同様となります。本キャンペーンは予告なく内容を変更させていただく場合がございます。本キャンペーンを終了する際は、
「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。※ドコモの回線契
約またはspモード®契約がないお客さまが本サービスをご利用いただくためには、
「dアカウント®」が必要です。spモード契約でのご利用とサービス内容やお支払方法が異なる場合があります。※コンテンツの視聴
（一部を除き
ストリーミング形式による配信となります）などには別途パケット通信料がかかります。通信料が高額となりますので、
パケット定額サービスへのご加入を強くおすすめします。※ご利用には専用アプリケーションが必要です。
専用アプリケーションのダウンロード・アップデートには、通信料がかかります。※権利者の都合などにより、
予告なくコンテンツの配信が中止される場合があります。※対応機種・ご利用条件など、
詳しくは
「dTVチャンネルサ
イト」
でご確認ください。※海外ではコンテンツの視聴はできません。※「dTVチャンネル」
「spモード」
「dアカウント」
は、
株式会社NTTドコモの登録商標です。

チャ

信中
絶賛配

※翌週再配信・見逃し配信あり

第1話

9/13
（金）
22:00〜22:15

※翌週再配信・見逃し配信あり
第3話

10/4
（金）
22:00〜22:15

※翌週再配信・見逃し配信あり

9/27
（金）
22:00〜22:15

第2話

時間軸を飛び越えたり、
敵 の 狐 面 た ち と 戦 う シ ーンは 心 が 躍 る

『 時をかける少女 』『 サマーウォーズ』で助監督を務め、『 劇場版 ソードアート・オンラ
イン -オーディナル・スケール-』を大ヒットに導いた伊藤智彦監督が手掛けたオリジ
ナルアニメーション映画『 HELLO WORLD 』と、そのオリジナルスピンオフアニ
メ「ANOTHER WORLD」で声優に挑んだ松坂桃李。アニメーションファンと
しても知られ、実写映画でも目覚ましい活躍ぶりを見せる松坂に話を聞いた。

僕はSFも好きで︑この作品もある種︑

Q：特におススメのシーンはどこですか？

敵の狐面たちと戦うシーンなどは︑非常に

SF作品なので︑時間軸を飛び越えたり︑

最初は内容を把握するのに時間がかかり

Q：脚本を読んだときの感想は︒

ました︒正直︑文字だけですと︑その作品

かれると思います︒童心に帰るワクワク感

Q：ファンに向けて一言お願いします︒

僕の中では心が躍りました︒

にしか出てこない言葉などが初めは理解で

きなくて︒でもやっていくうちに徐々に作

く面白い作品にな るだろうなと思いました︒

や純粋な気持ちを取り戻すきっかけにもな

品の内容が明確になっていき︑これはすご

Q：松坂さんが演じたカタガキナオミって︑

カタガキナオミはピュアな人間です︒そ

としても楽しめるし︑映像だけでも楽しめ

れると思いますし︑壮大なラブストーリー

この作品の楽しみ方は年齢層によって分

どんな人物でしょうか︒

のピュアな思いの強さが 年後でも変わっ

➡

した︒それに加えて周りが見えなくなって

ていない︑むしろ強くなっていると感じま

内弁当のような作品なので︑いろいろな楽

満足してもらえると思います︒まるで幕の

ます︒そして何より音楽好きな方たちにも

しみ方で味わっていただきたいです︒

しまうような危うさを持ち合わせているの
かなとも思いました︒

PROFILE

放題配
信中!

THER
」は
WORLDＴＶ
「ひかり +」で
ンネル

!

まつざか・とおり●'88年生まれ、
神奈川県
特撮ドラマ「侍戦隊シンケン
出身。'09年、
ジャー」
で俳優デビュー。主な出演作は
『日
『
、キセキ -あの
本のいちばん長い日』
（'15）
』'17）
『
、娼年』
（'17）
『
、不能犯』
日のソビト-（
『
、孤狼の血』
（'18）
『
、新聞記者』
（'19）
な
（'18）
どがある。公開待機作に『蜜蜂と遠雷』
（'19
年10月4日
（金）
公開予定）
。

SPEC I A L I N T E R V I E W

映画『HELLO WORLD』の
オリジナルスピンオフアニメ
「ANOTHER WORLD」

松坂桃李
ANOTHER WORLD

近未来の京都を舞台に描いたSF青春ラブストーリー『HELLO
WORLD』 の オ リ ジ ナ ル ス ピ ン オ フ ア ニ メ「ANOTHER
。10年後の未来から来た堅書直実
（声：北村匠海）
を名
WORLD」
乗る青年・カタガキナオミの過去を3つの時代で掘り下げる。全
3話で構成。本編を観る前でも後でも楽しめる。
©ひかりＴV

声優・松坂桃李を堪能するなら
dTVチャンネルの
「ひかりＴＶチャンネル＋」
でチェック!!
詳しくは

「 幕の内 弁 当のような作 品なので、
い
 ろいろな楽しみ方で味わっていただきたいです 」

10

アナタの
スマホテ
24 時間見
レビ局
!
「ANO

9月の注目プログラム dTV チャンネル
ディープな歴史トークを生配信

dTV チャンネルなら
約 30 の専門チャンネルが
見放題 !

乃木坂 46 山崎怜奈 歴史のじかん
みんなで投票 ! スペシャル
9/12（木）21:00～ ひかりTVチャンネル＋

グループ随一の歴史好きともいわれる山崎怜奈
（乃木坂46）
がホスト役を務め、
「黒田官兵衛」
「渋
沢栄一」
といった、毎回その回のテーマに詳しい
第一人者を招き、マニアックな歴史談義を繰り
広げる歴史トーク番組。特番を生配信でお届け。
©ひかりTV

No.1アイドルを決める頂上決戦
愛踊祭〜あいどるまつり〜2019
決勝大会
9/7
（土）
15:30～ ひかりTVチャンネル＋ 見逃し配信あり

アイドルがアニメソングをカバーし、パフォ
ーマンスを競うコンテスト
「愛踊祭」
の決勝戦
を生配信。MCは佐々木彩夏（ももいろクロ
ーバー Z）
とヒャダイン。佐々木彩夏、i☆Ris、
テーマパークガールのゲストライブも予定。
©愛踊祭 事務局 ALL RIGHTS RESERVED.

この季節にぴったりの人気作を全話配信

熱戦の模様を生中継でお届け
ノジマＴリーグ
2019-2020 シーズン

ひぐらしのなく頃に（全 26 話）
9/29
（日）
11:10～ MEN'S NECO

9/1（日）12:00～ほか Tリーグチャンネル2ほか 見逃し配信あり

見逃し配信あり

© 2006竜騎士07 ／ひぐらしのなく頃に製作委員会・創通

人気ゲームを原作に
したミステリーアニメ。
昭和58年の山奥の村
を舞台に、毎年夏に
起こる連続猟奇殺人
事件の謎を追う。

世界トップクラスの選手た
ちが激戦を繰り広げる卓球
ノジマTリーグ。今シーズ
ンは、ひかりTVチャンネル
＋とTリーグチャンネル1 〜
3で男女共に全試合生配信。

©T.LEAGUE

チャンネルラインナップ
海外ドラマ・映画
ソニー・チャンネル
アニメ・キッズ
プリプリ☆キッズステーション
ブーメラン
ディズニージュニア ライト
ニコロデオン
エンターテインメント
プチフジ
TBS オンデマンドチャンネル
ファミ劇 Neo
エンタメ～テレ☆バラエティ SELECT
MEN'S NECO
ひかりＴＶチャンネル +
Kawaiian for ひかりＴＶ
音楽
& MUSIC
MTV MIX
韓流
KBS World
Kchan ！韓流 TV
趣味
将棋プラス
囲碁プラス
ダンスチャンネル by エンタメ～テレ
MONDO 麻雀 TV
タビテレ
釣りビジョン Plus
ドキュメンタリー
ヒストリー
ナショナル ジオグラフィック
ナショジオ ワイルド
Discovery TURBO
スポーツ・ニュース
TBS NEWS
euronews
GAORA Bros.
T リーグチャンネル 1
T リーグチャンネル 2
T リーグチャンネル 3
※TリーグチャンネルはTリーグ開幕期間中のみご視聴いただけるチャ
ンネルです。

dTV チャンネルへの加入は
カンタン 2 ステップ
STEP.1

dTV チャンネルに登録しよう。
dTVチャンネルの公式ホームページにある、登録ページ（https://
へアクセスし、会員登録をしてください。
dch.dmkt-sp.jp/register）

STEP.2

専用アプリをダウンロードしよう。
「dTVチャンネル」アプリをダウンロードしてください。アプリを
起動し、ログイン画面でアカウント／パスワードを入力すればお
楽しみいただけます。

初回

31日間無料！

＊2

780

月額

まずは
おためし！

円（税抜）

「 dTVお得パック」で
「 dTV 」とセットならさらにお得！

＊1

詳しくはこちらから➡

＊1 契約日-解約日にかかわらず、毎月１日から末日までの１か月分の料金となります。日割り計算はいたしませんのでご注意ください。＊2 dTVチャンネルの初回お申込みから月額使用料が7日間無料となります
（初回お申込
みの場合のみの適用となります。一部無料とならない場合や無料期間が途中で終了となる場合があります）
。無料期間中にお客さまよりサービス解約のお申出がない場合、無料期間終了後は有料となり、無料期間終了日の翌日
が属する月より月額利用料（１か月分）がかかります。＜初回 31日間無料キャンペーン＞キャンペーン期間中
（2018年1月30日〜）に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。その他の
適用条件は、初回7日間無料と同様となります。本キャンペーンは予告なく内容を変更させていただく場合がございます。本キャンペーンを終了する際は、
「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。※ドコモの回線契
約またはspモード®契約がないお客さまが本サービスをご利用いただくためには、
「dアカウント®」が必要です。spモード契約でのご利用とサービス内容やお支払方法が異なる場合があります。※コンテンツの視聴
（一部を除き
ストリーミング形式による配信となります）などには別途パケット通信料がかかります。通信料が高額となりますので、
パケット定額サービスへのご加入を強くおすすめします。※ご利用には専用アプリケーションが必要です。
専用アプリケーションのダウンロード・アップデートには、通信料がかかります。※権利者の都合などにより、
予告なくコンテンツの配信が中止される場合があります。※対応機種・ご利用条件など、
詳しくは
「dTVチャンネルサ
イト」
でご確認ください。※海外ではコンテンツの視聴はできません。※「dTVチャンネル」
「spモード」
「dアカウント」
は、
株式会社NTTドコモの登録商標です。

