
 

 

 

【報道関係者各位】 
 

Taiki（山崎大輝）3rd single「雑草魂なめんなよ！」 
（TV アニメ『八十亀ちゃんかんさつにっき ３さつめ』主題歌） 

“雑草魂”をイメージした最新アー写解禁！ 

さらに、1/11（月）より音楽サイトにて 

ハーフサイズを先行配信開始！ 
 

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、 
1 月 10 日（日）より放送開始の TV アニメ『八十亀ちゃんかんさつにっき 3 さつめ』主題歌「雑草魂な
めんなよ！」（3 月 3 日（水）発売）を担当する Taiki（山崎大輝）の最新アーティスト写真と先行配信

について発表いたしました。 
 
 

スーパー戦隊シリーズ第 41 作目『宇宙戦隊キ
ュウレンジャー』のヘビツカイシルバー／ナー
ガ・レイ役や舞台『賭博黙示録カイジ』で主人公 
伊藤開示役など俳優として活躍している山崎大輝
がアーティスト名義『Taiki』として 1 月 10 日
（日）より放送開始の TV アニメ『八十亀ちゃん
かんさつにっき ３さつめ』の主題歌「雑草魂な
めんなよ！」（3 月 3 日（水）発売）の最新アー
ティスト写真を公開いたしました。 
  
アーティスト写真は、“雑草魂”をイメージした、
鮮やかなグリーンのスーツが目を引く衣装となっ
ており、これまでの Taiki のイメージからガラリ
と代わり新しい一面をみせています！ 
 

 DVD 付盤と通常盤の２形態での発売となって

おり、DVD 付盤には、20P の豪華ブックレット

と初回生産限定で盤面にランダムで直筆サイン入

り仕様。付属の DVD には「雑草魂なめんなよ！」Music Video とメイキング映像を収録いたします。 

 

 さらに、1 月 11 日（月）0:00 より各音楽サイトにて「雑草魂なめんなよ！」ハーフサイズの配信がスタートいたします。

まもなく TV アニメ放送がスタートとなりますので楽しみにお待ちください！ 

 

◆「雑草魂なめんなよ！」商品情報 

アーティスト：Taiki 

タイトル：雑草魂なめんなよ！ 

発売日：2021 年 3 月 3 日（水） 

発売元・販売元：MAGES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGES. 
Release Information 

【DVD 付盤】CD+DVD 

品番：USSW-0293 価格：￥2.500（税別） 

※20P ブックレット 

※初回限定生産で盤面ランダム直筆サイン入り 

 

＜CD 収録内容＞ 

01：雑草魂なめんなよ！  

02：タイトル未定 

03：タイトル未定 

04～06：各 Off Vocal 

 

＜DVD 収録内容＞ 

・Music Video ・メイキング映像 

 

【通常盤】CD only 

品番：USSW-0294 価格：￥1.600（税別） 

 

 

 

＜CD 収録内容＞ 

01：雑草魂なめんなよ！ 

02：タイトル未定 

03：タイトル未定 

04～06：各 Off Vocal 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆オリジナル店舗特典 

●アニメイト：複製サイン入り L 判ブロマイド(撮り下ろしアーティスト写真） 

●Amazon.co.jp：複製サイン入りメガジャケ 

●HMV、HMV& BOOKS online：複製サイン入り L 判ブロマイド(撮り下ろしアーティスト写真） 

●あみあみオンラインショップ：複製サイン入り L 判ブロマイド(撮り下ろしアーティスト写真） 

●ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）：複製サイン入り L 判ブロマイド(撮り下ろしアーティスト写真） 

●ステラワース：複製サイン入り 2L 判ブロマイド(撮り下ろしアーティスト写真） 

●セブンネットショッピング：複製サイン入り L 判ブロマイド(撮り下ろしアーティスト写真） 

●ソフマップ・アニメガ(一部店舗除く)：複製サイン入り L 判ブロマイド(撮り下ろしアーティスト写真） 

●TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）／ TSUTAYA オンライン：複製サイン入り L 判ブロマイド(撮り下ろしア 

ーティスト写真） 

●ネオウィング：複製サイン入り 2L 判ブロマイド(撮り下ろしアーティスト写真） 

●楽天ブックス：複製サイン入り L 判ブロマイド(撮り下ろしアーティスト写真） 

●愛知県限定特典：アナザージャケット”八十亀ちゃんかんさつにっき”ver. 

 

※DVD 付盤、通常盤ともに対象となります。 

※一部対象外の店舗がございます。詳細は各店へお問合せください。 

※特典は数に限りがございます。 

※愛知県限定特典は、愛知県内の店舗でご購入の方が対象となります。店舗は HP をご確認ください。 

※絵柄などの特典詳細情報は後日公開いたします。しばらくお待ちください。 

 

◆Taiki（山崎大輝） Profile 

1995 年 10 月 3 日生まれ、静岡県出身。第 23 回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストにて審査員特別賞受賞。2011 年より俳優として

の活動をスタートし、2017 年には『宇宙戦隊キュウレンジャー』にヘビツカイシルバー／ナーガ・レイ役で出演。最近の主な出演作は舞台

『あんさんぶるスターズ！エクストラ・ステージ～Memory of Marionette～』『メサイア-黎明乃刻-』『モマの火星探検記』、映画・ドラマ

『明治東亰恋伽』など。2020 年 12 月には舞台『賭博黙示録カイジ』で主人公 伊藤開示を演じ、2021 年 4 月にはミュージカル『スリル・

ミー』が決定している。俳優業の他に「らいと」名義で YouTube にゲーム実況動画を投稿中。2018 年「Taiki」名義で 1st.シングル

『Imagenerations』、2020 年 10 月に 2nd シングル『Multicolored World!』をリリース。 

 

【山崎大輝オフィシャルサイト】https://imagene.co.jp/yamazakitaiki/ 

【山崎大輝オフィシャルブログ】https://ameblo.jp/taiki-yamazaki/ 
【Instagram】goo.gl/hKVEpf 

【山崎大輝 Twitter】@ttttttaikki103 

【youtube チャンネル】goo.gl/BXpyBY 

【オフィシャルファンクラブ『炭酸は強めで』】http://bit.ly/2MY105T 

【Taiki（山崎大輝）オフィシャル Twitter】@taiki103_music 

【Taiki(山崎大輝)Music Officialsite】http://5pb.jp/records/taiki/ 

 

【ディスコグラフィ】 

 

＜シングル＞ 

2018 年 1 月 19 日 「Imagenerations 」(type A／type B) 

2020 年 10 月 7 日「Multicolored World!」(【初回生産限定】フォトブック付盤/DVD 付盤/通常盤) 

<デジタルシングル> 

2020 年５月 19 日 「現実逃避」 

2020 年 6 月 23 日「vivid sky」 

 

◆ライブイベント情報 

『Taiki LIVE 2020～現実逃避～』 

2021 年 1 月 19 日(火) 

無観客での生配信ライブ決定！ 

詳しくは HP をご確認ください。 

◆「雑草魂なめんなよ！」ハーフサイズ先行配信 URL 

 
「雑草魂なめんなよ！」ハーフサイズ 1 月 11 日（月）0:00 より配信開始！ 
 
 
＜URL＞ 
http://mages.co.jp/musicinfo/雑草魂なめんなよ！ハーフサイズ/ 

※配信開始時より各サイト URL を掲載いたします。 

 

配信用ジャケット 

http://bit.ly/2MY105T
http://5pb.jp/records/taiki/
http://mages.co.jp/musicinfo/雑草魂なめんなよ！ハーフサイズ/


※当初の予定より変更となっております。 

 

◆八十亀ちゃんかんさつにっき 3 さつめ 

2021 年 1 月 10 日（日）より TV アニメ『八十亀ちゃんかんさつにっき ３さつめ』放送開始！ 
 

【八十亀ちゃんかんさつにっき ３さつめ（やとがめちゃんかんさつにっき さんさつめ）作品概要】 

原作コミックが電子含め累計 45 万部を突破し、その売上の約 70％は東海地方が占めているという Twitter 発の局地的大ヒット作漫画『八

十亀ちゃんかんさつにっき』。おばあちゃん子で名古屋訛りが露骨な愛知県出身の女子高生八十亀最中(やとがめもなか／CV：戸松遥）と東

京都から引っ越してきた陣界斗(じんかいと／CV：市来光弘）、最中と同じ高校に通う岐阜県出身の只草舞衣(ただくさまい／CV：若井友

希）、三重県出身の笹津やん菜(ささつやんな／CV：小松未可子）の 4 人の個性的なキャラクターを通じて、名古屋や中京圏の方言や文化、

県民性に触れることができるコメディ作品。静岡、大阪、京都をはじめ他地区のキャラクターも続々登場して「ご当地」対決が多発中です！ 

 

【あらすじ】 

東京育ちの高校生、陣界斗（じんかいと）が転校した先の名古屋で出会ったのは方言丸出しの女子高生「八十亀最中」（やとがめもなか）だ

った。ネコのような風貌と露骨な名古屋弁を操る八十亀ちゃんは全然懐いてくれず…。 

かわいい八十亀ちゃんを観察し、名古屋の地位を向上させる、大人気局地コメディ!! 

 

【キャスト】 

八十亀最中：戸松遥 

陣界斗：市来光弘 

只草舞衣：若井友希 

笹津やん菜：小松未可子 

陣繁華：東城日沙子 

初内ララ：南條愛乃 

雀田来鈴：松井恵理子 

鉄平：赤羽根健治 

一天前紫春： 黒木ほの香 

輿安七帆： 伊藤彩沙 

土辺世瑠蘭：長縄まりあ 

辻優秀：間島淳司 他  

 

【スタッフ】 

原作著者 安藤正基 

総監督 ひらさわひさよし 

キャラクターデザイン 早坂皐月 

美術監督 河上均 

色彩設計 小山知子 

撮影監督 林幸司 

音響監督 ひらさわひさよし 

シリーズ構成 WORDS in STEREO 

アニメーション制作 サエッタ 

アニメーション制作協力 Creators in Pack / LEVELS 

 

 

【放送局・放送スケジュール】 

■テレビ愛知／毎週日曜 夜 9：54～ 2021 年１月 10 日（日）スタート ※1 月 10 日（日）は夜 10：09~放送 

■BS11／毎週日曜 夜 9：55～ 2021 年１月 10 日（日）スタート 

■AT-X／毎週水曜 夜 11:05～ 2021 年１月 13 日（水）スタート 

※リピート放送：毎週金曜 午前 11：05～／毎週火曜 夕方 5：05～ 

 

【配信スケジュール】 

■ひかり TV／毎週日曜 夜 9：55～ 2021 年１月 10 日（日）スタート 

■d アニメストア、Video Market、music.jp、DMM.com、GYAO!ストア、COCORO VIDEO、あにてれ 

  ニコニコ動画、ABEMA、TSUTAYA TV 

毎週木曜 夜 9：55~ 2021 年 1 月 14 日（木）スタート 

 

【公式ウェブサイト】 https://yatogame.nagoya/ 

【アニメ公式 Twitter】@yatogame_chan ハッシュタグ：#八十亀ちゃん 

 

 



【原作情報】 

『八十亀ちゃんかんさつにっき』（「月刊 ComicREX」連載中） 

『八十亀ちゃんかんさつにっき』（REX COMICS 刊） 1～9 巻発売中 

 

※コピーライトの表記について※ 

TV アニメ「八十亀ちゃんかんさつにっき 3 さつめ」のキービジュアルを使用する際は 

必ず ©安藤正基・一迅社／八十亀ちゃん３製作委員会 の記載をお願いいたします。 

 

報道関係の皆様からのお問い合わせ先 

株式会社 MAGES.  コピーライト： ©MAGES.・イマジェネ 

〒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：03-6822-0715  
 


