
 

 

 

 

「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」 

初のメインキャスト総出演のスペシャルイベントの 

キービジュアル＆グッズラインナップ公開！ 

本日よりイベントチケット優先抽選申込スタート！ 
 

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、 

アニメ「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」のイベントとグッズについて最新情報を発表いたしました。 

 

テレビ東京他で放送中のアニメ「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」。2021 年 5 月 2 日（日）に開催される、初のメインキ

ャスト総出演のスペシャルイベント【「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」～Show must go on!!～】のキービジュアル＆グッ

ズラインナップを公開いたしました。さらに、本日よりイベントチケット優先抽選申込がスタートいたします。 

 

イベントグッズは、3 月 19 日（金）18 時より事前通販受付開始いたします。1,500 円（税込）ごとのお買い上げにつき、

TV アニメエンドカード風カード（全 11 種）をランダムでおひとつプレゼント！  

また、アクリルスタンド 3 個お買い上げにつき、イソキチアクリルスタンド（1 種）をおひとつプレゼント！ 

  

イベントチケット優先抽選申込は、発売中のアニメ「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」ユニット CD（初回生産限定盤）、本

日発売の Blu-ray・DVD「WAVE!! ～サーフィンやっぺ!!～ Vol.1『大洗編』」（初回特典）に封入。詳細は公式サイト

（ https://wave-anime.com/ ）をご確認ください。 

  

TV アニメもついに佳境！見逃せない展開が続く「WAVE!! ～サーフィンやっぺ!!～」に、引き続きご期待ください。 

LOVE＆ART 
Release Information 

https://wave-anime.com/


 

「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」～Show must go on!!～イベント情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【イベント概要】 
イベント名：「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」～Show must go on!!～ 

開催日時：2021 年 5 月 2 日（日） 

昼公演 開場：14 時／開演：15 時 

夜公演 開場：18 時／開演：19 時 

開催場所：千葉県文化会館 大ホール 

出演： 前野智昭（陽岡マサキ役）、小笠原仁（秋月ショウ役）、中島ヨシキ（田中ナル役）、佐藤拓也（厳名コウスケ役）、 

白井悠介（松風ユータ役）、土岐隼一（木戸ナオヤ役）、岡本信彦（フケ倫道役）、森久保祥太郎（森ウィリアム聡一郎役） 

席種： ペンライト付き指定席：11,500 円（税込 12,650 円） 

  指定席：8,000 円（税込 8,800 円） 

 

【チケット：CD/Blu-ray＆DVD 優先抽選申込】 
受付期間：2021 年 3 月 17 日（水）～3 月 31 日（水）23 時 59 分まで 

抽選発表：2021 年 4 月 6 日（火）13 時ころ 

入金期間終了日：2021 年 4 月 11 日（日）21 時まで 

 

＜応募シリアル封入商品＞ 

・【Blu-ray・DVD 】2021 年 3 月 17 日発売 

「WAVE!! ～サーフィンやっぺ!!～ Vol.1『大洗編』」（初回特典） 

Blu-ray2 枚組（EYXA-13262~3）、DVD2 枚組（EYBA-13256~7） 

※Blu-ray・DVD に封入のシリアルコード 1 つで 2 口（昼／夜どちらも）ご応募可能です。 

 

・【CD】2021 年 2 月 24 日発売 

「BEAT BLUE BEAT／オオアライトライ」初回生産限定盤（USSW-0278） 

「波の向こう／mmm」初回生産限定盤（USSW-0280） 

「Alone with …／Proud of Surf Junkie」初回生産限定盤（USSW-0282） 

※CD に封入のシリアルコードは 1 つでは応募ができません。3 つで 1 口（昼／夜どちらか 1 公演）応募が可能となりますので、対象の

CD に封入のシリアルコードを 3 つ集めてご応募ください。 

※同じ CD3 枚でもご応募可能です。 

◀ペンライトデザイン 



「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」～Show must go on!!～グッズ情報 

 

【イベントグッズ事前通販受付】 

受付期間：2021 年 3 月 19 日（金）18 時～2021 年 4 月 7（水）20 時 59 分まで 

2021 年 4 月 23 日（金）頃より順次発送予定 

 

【グッズラインナップ】 
 

商品名 価格（税込） 

WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～トレーディング缶バッジ Show must go on!! ver. 500 円 

WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～トレーディングブロマイド Show must go on!! ver. 600 円 

WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～ サーフボードアクリルキーホルダー 800 円 

WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～ アクリルスタンド Show must go on!! ver.  

（陽岡マサキ／秋月ショウ／田中ナル／厳名コウスケ／松風ユータ／木戸ナオヤ／フケ倫道／森ウィリアム聡一郎） 

各 2,000 円 

WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～ マスク&マスクケース Show must go on!! ver.  1,800 円 

WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～ トートバッグ Show must go on!! ver.  2,200 円 

WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～ B5 アクリルパネル Show must go on!! ver. 3,500 円 

 

※イベント開催前にお届けいたします。 

※4 月 7 日までにご購入の方はイベント前に商品をお届けいたします。 

※コロナウィルスの影響により、お届けに遅れが生じる場合がございます。 

※商品・特典ともに数に限りがございます。 

※予約期間内であっても数量に達し次第、予約を締め切らせて頂きます。予めご了承ください。 

 

キャスト撮り下ろし写真満載の「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～ パンフレット Show must go on!! ver.」も絶賛制作中！どうぞお楽し

みに！！ 

 

作品情報 

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、テレビ放送が現在放送中。待望のアプリ「WAVE!!～波乗りボーイ
ズ～」好評配信中！ 
 
【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 

 【購入特典】 

・1,500 円（税込）ごとのお買い上げにつき、TV アニメエンドカード風カード（全 11 種）をおひとつプレゼント！ 

※絵柄はお選びいただけません。 

・アクリルスタンド 3 個お買い上げにつき、イソキチアクリルスタンド（1 種）をおひとつプレゼント！ 

 

 

 



 

 

＜放送情報＞ 

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～ 

テレビ岩手 毎週土曜日 深夜 1 時 25 分～ 

NST 新潟総合テレビ 毎週日曜日 朝 9時 30 分～ 

ＡＴ－Ｘ 毎週火曜日 夜 11時 30 分～ 

     リピート放送：毎週木曜日午前 11 時 30 分～／毎週月曜日夕方 5 時 30 分～ 

 

＜配信サイト＞ｄアニメストア、U-NEXT、FOD ほか 

 

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：03-6822-9381  

または、右記 メールフォームよりお問い合わせください http://mages.co.jp/contact/ 
 

【「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/

