
 

 

  

 

アニメ「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」テレビ放送へ！ 

2021 年 1 月よりテレビ東京ほかにて放送決定！ 

TV アニメ OP 主題歌「刺激サーファーボーイ！」、 

ユニット CD３タイトル、サウンドトラック発売決定！！ 
 

株式会社 MAGES.( 本社:東京都港区、代表取締役会長:志倉千代丸、代表取締役社長:本荘健吾)は、 

TV アニメ「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」の最新情報を発表いたしました。 

※エイベックス・ピクチャーズ様からも同様のリリースが出ており重複する可能性がございます。ご了承ください※ 

 

 この度、劇場公開していた全三部作アニメ「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!

～」が TV アニメとして 2021 年 1 月 11 日（月・祝）よりテレビ東京ほかにて放

送されることが決定しました。さらに、TV アニメキービジュアル・PV・主題歌を

はじめ、ユニット CD・サウンドトラックといった楽曲 CD 情報も公開となりまし

た。 

 

「WAVE!!」とは、東京オリンピックで初めて競技種目として採用された話題の

サーフィンを題材にしたメディアミックスプロジェクト。原作は、乙女向けコン

テンツ「B-PROJECT」などを手掛ける MAGES.（LOVE&ART）で、前野智昭演

じる主人公“陽岡マサキ”が、小笠原仁演じる転校生“秋月ショウ”と出会い、サーフ

ィンにのめり込んでいく男子たちのオリジナル群像ドラマです。10 月 2 日（金）

より全三部作として劇場公開していた本作が、TV アニメとなっていち早く帰って

きます。 

 

今回、完全版 TV シリーズとして、2021 年 1 月 11 日（月・祝）よりテレビ東

京・テレビ大阪・テレビ愛知・新潟総合テレビにて放送されることが決定しまし

た。 

公開された PV には、美しいサーフィンのシーンだけではなく、マサキとショウ

の出会いや日常のシーンがぎゅっと詰め込まれ、さらには個性豊かな各キャラク

ターの紹介も盛り込まれた見どころ満載な映像となっています。 

 

そしてその PV では、志倉千代丸が作詞・作曲し、波乗りボーイズが歌う TV ア

ニメ OP 主題歌「刺激サーファーボーイ！」をいち早く聴くことができます！CD

は 2021 年 1 月 20 日（水）発売となり、OP 主題歌のほか、「One more chance, 

One Ocean」（TV アニメ「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」ED 主題歌）とメイ

ンキャラクターが総出演のミニドラマ「ゲレンデはワクワクでいっぱい！？」が

収録予定です。 

初回生産限定盤と通常盤の 2 形態となっており、初回生産限定盤にはキャラクター原案であり人気イラストレーターのさらちよみ描き下

ろしジャケットイラストを使用したキャラクター缶バッジ（全 8 種中 1 種類ランダム）を封入いたします。 

 

また、TV アニメ「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」登場キャラクターのユニット CD も 2021 年 2 月 24 日（水）に発売いたします。 

オオアライトライ（陽岡マサキ・秋月ショウ・田中ナル）、mmm（厳名コウスケ・松風ユータ・木戸ナオヤ）、Proud of Surf Junkie（フケ

倫道・森ウィリアム聡一郎）の各ユニット 3 枚同時発売となり、ジャケットは、さらちよみによるイラスト描き下ろしとなります！ 

初回生産限定盤には、描き下ろしジャケットイラストのキャラクター缶バッジをランダム封入（オオアライトライ、mmm は各 3 種類の

うち 1 種類を封入、Proud of Surf Junkie は 2 種類のうち 1 種類を封入）いたします。 

さらに、初回生産限定盤には【アニメ「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」イベントチケット先行抽選応募券】も封入！イベントの詳細は

後日発表となりますので、楽しみにお待ちください！ 

そして、2021 年 3 月 24 日（水）には、アニメ「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」SOUNDTRACK を発売いたします。土橋安騎夫によ

る BGM38 曲の他、“波乗りボーイズ”が歌う TV OP 主題歌「刺激サーファーボーイ！」、ED 主題歌「One more chance, One Ocean」の

Short ver.に加え、TV/劇場三部作アニメの挿入歌 Short ver.も収録いたします。 

 

新展開が発表され、まだまだ大きな波を起こしていく「WAVE!! ～サーフィンやっぺ!!～」に、引き続きご期待ください。 

 

【「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～ 」 PV TV シリーズ篇】 
https://youtu.be/TMNOCoRJdVk 
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TV アニメ「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」主題歌 CD 商品情報 

 

◆TV アニメ「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」主題歌 CD 

刺激サーファーボーイ！／One more chance, One Ocean 

波乗りボーイズ 

タイトル：刺激サーファーボーイ！／One more chance, One Ocean 

発売日：2021 年 1 月 20 日（水） 

アーティスト：波乗りボーイズ 

陽岡マサキ（cv.前野智昭）、秋月ショウ（cv.小笠原仁）、田中ナル（cv.中島ヨシキ）、 

厳名コウスケ（cv.佐藤拓也）、松風ユータ（cv.白井悠介）、木戸ナオヤ（cv.土岐隼一）、 

フケ倫道（cv.岡本信彦）、森ウィリアム聡一郎（cv.森久保祥太郎） 

品番・価格：初回生産限定盤：USSW-0276 \2,000（税別） 

通常盤：USSW-0277 \1,500（税別） 

発売元・販売元：MAGES. 

 

＜初回生産限定盤・通常盤共通＞ 

1. 刺激サーファーボーイ！（TV アニメ「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」OP 主題歌）／波乗りボーイズ 

2. One more chance, One Ocean（TV アニメ「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」ED 主題歌）／波乗りボーイズ 

3. ミニドラマ「ゲレンデはワクワクでいっぱい！？」 

CAST：陽岡マサキ（cv.前野智昭）、秋月ショウ（cv.小笠原仁）、田中ナル（cv.中島ヨシキ）、厳名コウスケ（cv.佐藤拓也）、松風ユータ

（cv.白井悠介）、木戸ナオヤ（cv.土岐隼一）、フケ倫道（cv.岡本信彦）、森ウィリアム聡一郎（cv.森久保祥太郎） 

4. 刺激サーファーボーイ！－Off Vocal－ 

5. One more chance, One Ocean－Off Vocal－ 

 

＜初回生産限定盤特典＞ 

■さらちよみ描き下ろしジャケットイラストのキャラクター缶バッジ封入！（8 種類中 1 種類をランダム封入） 

 

アニメ「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」ユニット CD 商品情報 

 

◆アニメ「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」ユニット CD BEAT BLUE BEAT／オオアライトライ                                               
タイトル：BEAT BLUE BEAT 

発売日：2021 年 2 月 24 日（水） 

アーティスト：オオアライトライ 

陽岡マサキ（cv.前野智昭）、秋月ショウ（cv.小笠原仁）、田中ナル（cv.中島ヨシキ） 

品番・価格：初回生産限定盤：USSW-0278 \2,000（税別） 

通常盤：USSW-0279 \1,500（税別） 

発売元・販売元：MAGES. 

 

＜初回生産限定盤・通常盤共通＞ 

1. BEAT BLUE BEAT（劇場三部作アニメ「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」第一章 ED 主題歌） 

2. One more chance, One Ocean オオアライトライ ver.（TV アニメ「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」ED 主題歌） 

3. SURFDAYS（劇場三部作アニメ「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」第三章 ED 主題歌）オオアライトライ ver. 

4. BEAT BLUE BEAT－Off Vocal－ 

 

＜初回生産限定盤特典＞ 

■さらちよみ描き下ろしジャケットイラストのキャラクター缶バッジランダム封入！（全 3 種類のうち 1 種類を封入） 

■アニメ「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」イベントチケット先行抽選応募券封入 ※イベント詳細は後日発表 

 

◆アニメ「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」ユニット CD 波の向こう／ｍｍｍ                                             

タイトル：波の向こう 

発売日：2021 年 2 月 24 日（水） 

アーティスト：mmm（よみ：えむすりー） 

厳名コウスケ（cv.佐藤拓也）、松風ユータ（cv.白井悠介）、木戸ナオヤ（cv.土岐隼一） 

品番・価格：初回生産限定盤：USSW-0280 \2,000（税別） 

通常盤：USSW-0281 \1,500（税別） 

発売元・販売元：MAGES. 

 

＜初回生産限定盤・通常盤共通＞ 

1. 波の向こう（劇場三部作アニメ「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」第二章 ED 主題歌） 

2. One more chance, One Ocean mmm ver.（TV アニメ「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」ED 主題歌） 

3. SURFDAYS（劇場三部作アニメ「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」第三章 ED 主題歌）mmm ver. 

4. 波の向こう－Off Vocal－ 



 

＜初回生産限定盤特典＞ 

■さらちよみ描き下ろしジャケットイラストのキャラクター缶バッジランダム封入！（全 3 種類のうち 1 種類を封入） 

■アニメ「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」イベントチケット先行抽選応募券封入 ※イベント詳細は後日発表 

 

◆アニメ「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」ユニット CD Alone with …／Proud of Surf Junkie                                             

タイトル：Alone with … 

発売日：2021 年 2 月 24 日（水） 

アーティスト：Proud of Surf Junkie（よみ：ぷらうど おぶ さーふ じゃんきー） 

フケ倫道（cv.岡本信彦）、森ウィリアム聡一郎（cv.森久保祥太郎） 

品番・価格：初回生産限定盤：USSW-0282 \2,000（税別） 

通常盤：USSW-0283 \1,500（税別） 

発売元・販売元：MAGES. 

 

＜初回生産限定盤・通常盤共通＞ 

1. Alone with …（新曲） 

2. One more chance, One Ocean Proud of Surf Junkie ver.（TV アニメ「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」ED 主題歌） 

3. SURFDAYS（劇場三部作アニメ「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」第三章 ED 主題歌）Proud of Surf Junkie ver. 

4. Alone with …－Off Vocal－ 

 

＜初回生産限定盤特典＞ 

■さらちよみ描き下ろしジャケットイラストのキャラクター缶バッジランダム封入！（2 種類のうち 1 種類を封入） 

■アニメ「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」イベントチケット先行抽選応募券封入 ※イベント詳細は後日発表 

 

アニメ「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」SOUNDTRACK 商品情報 

 
◆アニメ「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」SOUNDTRACK／土橋安騎夫・波乗りボーイズ 
タイトル：アニメ「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」SOUNDTRACK 
発売日：2021 年 3 月 24 日（水） 
アーティスト：土橋安騎夫 

波乗りボーイズ：陽岡マサキ（cv.前野智昭）、秋月ショウ（cv.小笠原 仁）、田中ナル（cv.中島ヨシキ）、厳名コウスケ
（cv.佐藤拓也）、松風ユータ（cv.白井悠介）、木戸ナオヤ（cv.土岐隼一）、フケ倫道（cv.岡本信彦）、森ウィリアム聡一郎
（cv.森久保祥太郎） 

品番：USSW- 0289 
価格：\3,200（税別） 
発売元・販売元：MAGES. 
 
＜収録内容予定＞ 
BGM38 曲、TV・劇場使用歌楽曲 Short ver.10 曲予定  
歌楽曲： 
「伝説のサーフプリンス」Short ver.（劇場三部作アニメ「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」OP 主題歌）／波乗りボーイズ 
「刺激サーファーボーイ！」Short ver.（TV アニメ「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」OP 主題歌）／波乗りボーイズ 
「One more chance, One Ocean」Short ver.（TV アニメ「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」ED 主題歌）／波乗りボーイズ 
「BFF～Best Friends Forever」Short ver.／オオアライトライ 
「はじまりの歌」Short ver.／オオアライトライ 
「Ride the WAVE!!」Short ver.／波乗りボーイズ 
「SURFDAYS」Short ver.／波乗りボーイズ 
「We♡SURFING」Short ver.／mmm 
「Ever Glorious」Short ver.／Proud of Surf Junkie 
「Breeze Of Dreams」Short ver.／mmm          
 
＜土橋安騎夫 Profile＞ 
AKIO DOBASHI/土橋安騎夫 
1984 年、REBECCA の KEYBOARDS 及び COMPOSER としてデビュー。「フレンズ」を含むそれ以降、ほぼ全作品の作曲を手掛ける。4 枚
目のアルバム「REBECCA IV～Maybe Tomorrow～」がロックバンド史上初のオリコンチャート最高１位を獲得、累計 140 万枚のセールス
を記録した。その後も全てのアルバムが同チャート初登場 1 位となり、名実と共にミリオンセラーアーティストになる。REBECCA 活動休止
後は、ソロ活動、アーティスト・プロデュース、楽曲提供、DJ、劇判制作など幅広いジャンルで音楽活動を展開中。最新ソロ・アルバム
「SENRITSU」シリーズをリリース。 
Official web site : starfish-r.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



作品概要 

WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～ 

【イントロダクション】 
「WAVE!!」とは…サーフィンにすべてを賭ける若者たちの青春を描く、乙女向けコンテンツ「B-PROJECT」などを手掛ける MAGES.が
原作のメディアミックスプロジェクト。主人公陽岡（ひなおか）マサキが転校生秋月ショウと出会い、サーフィンにのめり込んでいく、イケ
メン男子たちの群像ドラマ。キャラクター原案は、女性から圧倒的な支持を集める、さらちよみ。2018 年より CDドラマ、キャラクター
ソングをはじめ、ラジオ、イベント、アプリと、あらゆるメディアへ展開。 2020 年 10 月よりアニメが劇場公開され、1 月よりテレビ放
送が開始。待望のアプリはタイトルが「WAVE!!～波乗りボーイズ～」に決定し、まもなく事前登録がスタートします！ 
 
【ストーリー】 
海の上なら僕たちは自由になれる！ 
文字通り一年中大きな波が海岸を洗い続ける、茨城県の大洗海岸で生まれ育ったマサキは、王子様のような転校生ショウと出会い、一枚の板
を挟んで地球と対峙する究極のスポーツ・サーフィンを知る。それは、波乗りの魅力に憑りつかれた少年たちの、終わらない物語の始まりだ
った。 
 
 

【CAST】 

陽岡マサキ：前野智昭 

秋月ショウ：小笠原仁 

田中ナル：中島ヨシキ 

厳名コウスケ：佐藤拓也 

松風ユータ：白井悠介 

木戸ナオヤ：土岐隼一 

フケ倫道：岡本信彦 

森ウィリアム聡一郎：森久保祥太郎 

五洋ハヤミチ：鳥海浩輔 

【STAFF】 

原作：MAGES. 

監督：尾崎隆晴 

シリーズ構成：筆安一幸 

キャラクター原案：さらちよみ 

キャラクターデザイン：岩佐とも子 

CG アニメーション制作：QREAZY 

アニメーション制作：旭プロダクション 

 

＜放送情報＞ 

2021 年 1 月 11 日（月）深夜 2 時～ 

テレビ東京ほかにて放送スタート！ 

テレビ東京 毎週月曜日 深夜 2 時～ 

テレビ大阪 毎週月曜日 深夜 2 時～ 

テレビ愛知 毎週月曜日 深夜 2 時 5 分～ 

新潟総合テレビ 1 月 17 日から毎週日曜日 朝 9時 30分～ 

※放送日時は予告なく変更となる場合がございます。 

 

アニメ公式サイト：wave-anime.com ／ アニメ公式 Twitter：@WAVE_animation ／ ©MAGES.／アニメ WAVE!!製作委員会 

 

 

 
 

報道関係の皆様からのお問い合わせ先 

 

LOVE＆ART （株式会社 MAGES.）  
〒108-0073 東京都港区三田 3-13-16 三田 43MT ビル 6F 

宣伝担当：IP ビジネス本部 広報宣伝部 宣伝セクション 

E-mail: dp-ip-pr@mages.co.jp  TEL：03-6866-0715 

 

【「WAVE!!」原作情報】 

公式サイト：https://wave-project.jp/  公式 Twitter：@wave_pj 

公式 instagram：wave_pj_official    

 

WAVE!!のラジオ番組『WAVE!! Brilliant Time』が毎週金曜日 23 時 30 分より bayfm にて放送中!! 

【放送局】bayfm 

【番組名】「前野智昭・小笠原仁の WAVE!! Brilliant Time」 

【放送日時】毎週金曜日 23:30～  

【パーソナリティ】前野智昭（陽岡マサキ 役）、小笠原仁（秋月ショウ 役） 

 

 

https://wave-project.jp/

