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「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」
前野智昭らメインキャスト勢揃いのスペシャルイベント
明日 4/6（火）から LOVE&ART OFFICIAL FANCLUB にて
チケット先行受付スタート！
グッズ&キャスト写真満載パンフレットの事前通販期間延長決定
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、
アニメ「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」のイベントについて最新情報を発表いたしました。

2021 年 1 月からテレビ東京他にて放送のアニメ「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」初となる、前野智昭らメインキャスト
勢揃いのスペシャルイベント【
「WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～」～Show must go on!!～】が 2021 年 5 月 2 日（日）に千
葉県文化会館 大ホールで開催となります。同イベントのチケット先行受付が LOVE&ART OFFICIAL FANCLUB にて明日 4 月
6 日（火）18 時から開始いたします。
さらに、今回のために描き下ろされたイベントキービジュアルを使用したグッズや、出演キャスト 8 名の撮りおろし写真&
インタビュー掲載のパンフレットなどの事前通販受付期間が、ご好評につき締切を延長いたしました！

4 月 18 日（日）23

時 59 分までとなります。事前通販では、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、マサキの愛犬・イソキチのアクリルスタンド（1 種）をおひとつプレゼン
トいたします。お見逃しなく！

「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）

◀ペンライトデザイン

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：LOVE&ART OFFICIAL FANCLUB 先行受付】

受付期間：2021 年 4 月 6 日（火）18 時～4 月 11 日（日）23 時 59 分まで

抽選発表：2021 年 4 月 14 日（水）13 時ころ

入金期間終了日：2021 年 4 月 16 日（金）21 時まで

LOVE&ART OFFICIAL FANCLUB サイト：https://fc.loveandart.jp/event/?id=113

イベント限定グッズがキャラアニ.com にて事前通販受付中！
【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 18 日（日）23 時 59 分
※4 月 9 日（金）以降の受付はクレジット決済のみの受付になります。
キャラアニ.com 特設ページ ⇒

https://www.chara-ani.com/pickup.aspx?p=wave_event

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.
■価格：500 円（税込）
■仕様：
・サイズ：54 ㎜程度
・全 8 種
※絵柄はお選びいただけません

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.
■価格：600 円（税込）
■仕様
・1 セット 2 枚組
・サイズ：L 判
・全 16 種
※絵柄はお選びいただけません
※セット内でデザインが重複する場合がございます。

WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～
トレーディングサーフボードキーホルダー
■価格：800 円（税込）
■仕様
・素材：アクリル
・サイズ：W25×90 ㎜程度
・全 8 種
※絵柄はお選びいただけません

WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～B5 アクリルパネル
Show must go on!! ver.
■価格：3,500 円（税込）
■仕様
・サイズ：B5
・金属スタンドパーツ付き

WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～マスク＆マスクケース
Show must go on!! ver.
■価格：1,800 円（税込）
■仕様
・マスク本体…幅約 330mm 程度／ケース…A5

WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～トートバッグ
Show must go on!! ver.
■価格：2,200 円（税込）
■仕様
・サイズ

本体／W360mm×H420mm 程度、
持ち手／幅 25mm×長さ 500mm 程度

WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～パンフレット Show must go on!! ver.
出演キャスト 8 名の撮りおろし写真＆インタビュー掲載の豪華 44P！
■価格：3,900 円（税込）
■仕様：全 44P（表紙含む）／フルカラー
■特典：1 冊ごとに A5 キャラカード（全 8 種）がランダムで 1 枚封入

WAVE!!～サーフィンやっぺ!!～ アクリルスタンド Show must go on!! ver.
■価格：各 2,000 円（税込）
■仕様：・全 8 種
・サイズ：高さ 130～140mm 程度（組み立て時）※高さはキャラによって異なります。
■特典：アクリルスタンド（全 8 種）をいずれか 3 個お買い上げごとに、イソキチアクリルスタンド（全 1 種）をおひとつプ
レゼント！
※3 個お買い上げごとに 1 点（6 個お買い上げの場合は 2 点）
、プレゼントとなります。
※アクリルスタンド 3 個の組み合わせは自由です。同一商品 3 個でも対象となります。
※特典には数に限りがございます。なくなり次第終了をさせていただきます。ご了承ください。

購入特典
お買い上げ 1,500 円（税込）毎に、TV アニメエンドカード風カード（全 11 種）
をランダムで 1 種プレゼント！
※特典は数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。ご了承くださ
い。

※4 月 18 日（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。

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、2021 年 1 月からテレビ
アニメが放送。
【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

＜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
【
「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

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
IP ビジネス本部 広報宣伝部
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/

