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Blu-ray/DVD今冬発売決定！
2011-06-28 （火） おしらせ | テレビ
ハイペリオン岩田
ウォルト・ディズニー・ジャパ
ン所属「ファイアボール」宣伝
担当。番組のトンチンカンな魅
力と最新情報を、より多くのみ
なさまにお伝えするため奮闘
中。貴族ではない。

もういちど4万年をこえる最後の2分間。「ファイアボール チャーミング」いよい
よ完結！
昨日、まずはTOKYO MXにてシリーズ最終話を迎えることが出来ました。これまで
3ヶ月にわたりお付き合いいただきありがとうございました。皆様のご声援によっ
て制作が始まった本作でしたが、いかがでしたでしょうか？今回の新しいスタイル
のファイアボールも、前作同様に楽しんでいただけたならば、スタッフ一同とても
嬉しく思います。
最終話「アイなき世界」は、ひきつづき、サンテレビ（29日15：55）、BSジャパ
ン（30日19：55）、ディズニー・チャンネル（7月1日18：25/23：25）で順次
放送予定です！奇妙でつかみどころがなく、そしてどこかあたたかな「ファイアボ
ール チャーミング」らしいクライマックスをお見逃しなく！

◆ガチャ「人類製ふわふわマス
コット」登場

また、これまで見逃したエピソードのある皆様もご安心ください。

◆チャーミング版 ディフォルメ
マスコット登場

す。あらためて第1話から全13話の放送になります。すでに全話ご覧になった皆様

◆ブルーレイ／DVD発売に向け
た展開
◆チャーミング版ドロッセル超
合金発売！
◆ブルーレイ／DVD発売プロモ
映像公開

7月から、TOKYO MXとディズニー・チャンネルでは、リピート放送が始まりま
も、最終話のあとで繰り返し見ることで新たな発見があるかもしれませんよ。
TOKYO MX

7月4日～ 毎週月曜日 22：55

ディズニー・チャンネル 7月11日～

毎週月曜日

18：25

そして！｢ファイアボール チャーミング｣の世界はまだまだ終わりません。今冬の
Blu-ray/DVD発売が決定いたしました！今回は少しでも早く、そしてファイアボー

◆チャーミング版figmaドロッセ
ル、ご予約開始！

ルらしいおもしろ仕様でお届けできるよう現在調整中です。さらに、これから夏と

◆数量限定版「ちくわぶボック
ス」特典

グ」の立体化も各種進行しております！こちらも近いうちにお伝えできると思いま

◆チャーミング版超合金ドロッ
セル、試作品展示中！

いえばホビー系イベントが目白押しですが、もちろん「ファイアボール チャーミン
すので、あわせてイボログでの続報をお待ちください。
これからも「ファイアボール チャーミング」をよろしくお願いいたします！

◆本日ご予約開始！ブルーレイ
／DVD『ファイアボール チャー
ミング』
◆『ファイアボール チャーミン
グ』ブルーレイ／DVDご予約開
始
◆チャーミング版超合金ドロッ
セル、いよいよ受注開始！
◆ファイアボール ディフォルメ
マスコット先行発売

本編第2・3話をYouTubeで特別配信！
2011-04-22 （金） テレビ

現在、「ファイアボール チャーミング」は第3話まで放送されましたが、皆様お楽
しみいただけてますでしょうか？見逃した！または何回も見たい！という方のため
に、YouTube公式チャンネルにて、本編第2話・第3話の配信を開始しました。2本
のみの限定配信になりますので、第4話以降は、ぜひフルHD画質のオンエアにてお
楽しみください。
なお、5月からTOKYO MXのみ放送時間が変更になります。5月2日（月）第5話以

月を選択

降、スタート時間が22：55となりますので、ご注意ください。
放送スケジュール
TOKYO MX

【4/25】19:28 ～、【5/2以降】毎週月曜日 22：55～

サンテレビ 毎週水曜日 15：55～
BSジャパン 毎週木曜日 19：55～
ディズニー・チャンネル 毎週金曜日18：25～ほか
◆おしらせ (28)
◆その他 (1)
◆テレビ (10)
◆岩田レポ (1)
◆関連商品 (34)

番組オリジナルポスタープレゼント応募開始！
2011-04- 4 （月） おしらせ | テレビ
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本日、「ファイアボール チャーミング」がTOKYO MＸで放送開始いたしました！
ご覧いただいた皆様、第1話いかがでしたか？サンテレビ（4/6 15:55～）、BSジ
ャパン(4/7 19:55～)、ディズニー・チャンネル(4/8 18:25～ほか)でご視聴
予定の皆様もお楽しみに。
◆番組サイト
◆ディズニー・チャンネルサイ
ト
◆DVD公式サイト

前回お知らせした、放送開始記念プレゼントの応募ページがオープンいたしまし
た。
「ファイアボール チャーミング」番組オリジナルポスター（非売品）に、キャスト
の大川透さん、川庄美雪さん、そして荒川航監督、キャラクター/メカニカルデザ
インの柳瀬敬之さんのサインを入れて、抽選で10名にプレゼントいたします。番組
のご感想・ご意見を添えて、こちらのページからご応募ください。応募締め切りは
5月8日（日）です。
＊ご応募の際、Ｄisney.jpへのユーザー登録が必要となります。

「ファイアボール チャーミング」4月4日（月）放送開始
2011-04- 1 （金） テレビ

「ファイアボール チャーミング」がいよいよ来週から始まります！
4月4日（月）のTOKYO MX（19:28～）を皮切りに、6日（水）サンテレビ(15:55
～)、7日（木）BSジャパン（19:55～）、そして8日（金）にはディズニー・チャ
ンネル（18:25～、23:25～）で順次放送開始となります。
「ファイアボール チャーミング」公式サイトでは、 「ストーリー」ページ

にて

各話の「あらすじ」と「スクリーンショット」を毎週更新していきます。更新は毎
週月曜日、TOKYO MXでの放送後となりますので、ぜひチェックしてみてくださ
い。
さらに、放送開始を記念したスペシャルプレゼンﾄのお知らせです。
「ファイアボール チャーミング」の番組オリジナルポスターにキャスト／メインス
タッフのサインを入れて、抽選で10名様にプレゼントいたします。ご応募は4月4
日(月)より開始予定ですので、楽しみにお待ちください！

放送スタートに向けた展開
2011-03-25 （金） テレビ

「ファイアボール チャーミング」は予定通り4月4日（月）より放送開始いたしま
す。放送スケジュールをご確認ください。本日は、放送を前にした様々な活動をご
案内させていただきます。
ディズニー・チャンネル版「ファイアボール チャーミング」TVCMを、YouTube公
式チャンネルにて公開いたしました。もちろんHDにてお楽しみいただけます。
また、ディズニー・チャンネルでは、特別企画として4月1日（金）20:00～「ファ
イアボール一挙放送 完全なる芋煮会」を放送。全13話の一挙放送のほか、DVD収
録の「メイキング・オブ・ファイアボール」をテレビ初放送いたします。ディズニ
ー・チャンネルでの新シリーズ放送開始（4月8日18:25～）の１週間前に、前作を
おさらいしてみてはいかがでしょうか。
講談社「ディズニーファン」(3月22日発売）では、ディズニー専門誌ならではの番
組紹介や荒川航監督のコメントが紹介されています。ワールドフォトプレス「フィ
ギュア王」（3月24日発売）では、先日のワンダーフェスティバルで初公開された
ドロッセル公式マケットの写真とともに、荒川監督ならびにキャラクター／メカニ
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カルデザインの柳瀬敬之氏インタビューを掲載。さらに、徳間書店「ハイパーホビ
ー」（4月1日発売）でも、柳瀬氏が新しいデザインへのこだわりを語ります。
全国のディズニーストアでは、「ファイアボール チャーミング」のポストカードを
配布中。営業店舗の詳細については、ディズニーストア公式サイトからご確認いた
だきますようお願いいたします。なお、ポストカードは数に限りがあり、定数に達
した場合は終了となります。また、店舗により状況が異なりますので、あらかじめ
ご了承いただけますようお願いいたします。

放送スケジュール詳細発表！4月4日（月）スタート
2011-03-10 （木） テレビ

お待たせしました！「ファイアボール チャーミング」放送スケジュール詳細を発表
いたします。新たに放送局が2局追加となり、すでに発表済みのTOKYO MX、ディ
ズニー・チャンネルに加えて、BSジャパン、サンテレビでも放送いたします。これ
により、全国の多くの世帯で「ファイアボール チャーミング」をご覧いただけるこ
とになりました。
放送は4月4日（月）のTOKYO MXを皮切りに順次スタート。各放送局の詳細は以下
の通りです。毎週1話ずつの特別な2分間をお見逃しなく！
放送スケジュール
4/4(月)スタート 毎週月曜19:28～ TOKYO MX
4/6(水)スタート 毎週水曜15:55～ サンテレビ
4/7(木)スタート 毎週木曜19:55～ BSジャパン
4/8(金)スタート 毎週金曜18:25～、23:25～ ディズニー・チャンネル
*ディズニー・チャンネルは翌月曜21:25～、25:25～にリピート放送

また、本日発売の雑誌「ニュータイプ4月号」（角川書店）に、「ファイアボール
チャーミング」の情報が2ぺージ紹介されています！本誌のために制作されたCGイ
ラストや監督インタビューが掲載されていますのでぜひご覧ください。

4月放送開始決定！第一弾TVCMも公開
2011-02- 7 （月） テレビ

「ファイアボール チャーミング」が、TOKYO MX 、 ディズニー・チャンネルほか
で、2011年4月より放送開始することが決定いたしました！放送プラットフォーム
は追加を予定しており、決定次第、随時発表させていただきます。
「ファイアボール チャーミング」公式サイトも正式オープン。アニメ本編より抜粋
した画像を中心に、作品情報を紹介しています。各話ストーリーや壁紙など、ひき
つづき更新してゆきますので、お楽しみに！また、公式サイトで公開中の第一弾
TVCMは、YouTube内にオープンした「ファイアボール チャーミング」公式チャン
ネルにてHD画質版を配信中。ＨＤで描かれたビジュアルの情報量を、あわせてチェ
ックしてみてください！

「ファイアボール チャーミング」発表！
2010-12-17 （金） テレビ

お待たせいたしました！
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「ファイアボール」新シリーズの最新情報を最新作プレビューページにて公開いた
しました。
タイトルは「ファイアボール チャーミング」。前作につづき、ドロッセルとゲデヒ
トニスの日常を描いた2分間の短編ギャグアニメーションになります。
トップページでご覧いただける新しいデザインの二人に加え、新キャラクターや新
ガジェット、お屋敷に隠されたオモシロ機能など、ふたたびゼロから構築されたビ
ジュアルがフルHDフォーマットで展開。もちろん肝心の笑いのスケールも前作を超
えられるよう、スタッフ一丸となって現在鋭意制作中です。
まだ詳細をお伝えすることはできませんが、「ファイアボール チャーミング」で
は、前作「ファイアボール」との物語の繋がりはもちろん、新事実も次々と判明し
てゆきます。3年ぶり、新しくなっても何も変わらない、さらにバカバカしく、さ
らに拡張するファイアボールの世界にご期待ください！
脚本・監督は前作と同じ荒川航が続投、キャラクター／メカニカルデザインには
「機動戦士ガンダム00」などで知られるデザイナー柳瀬敬之氏を新たに迎えまし
た。
高密度インダストリアル・ギャグ・短編アニメーション「ファイアボール チャーミ
ング」は、2011年ディズニー・チャンネル他で放送開始予定。
作品概要
タイトル：「ファイアボール チャーミング」
尺／本数：１話2分、全13話
企画・脚本・監督：荒川航（「ファイアボール」）
キャラクター／メカニカルデザイン：柳瀬敬之（「機動戦士ガンダム00」）
アニメーション制作：ジーニーズ（「APPLESEED XIII」）
製作：ウォルト・ディズニー・テレビジョン・インターナショナル ジャパン
今回発表されたビジュアルの壁紙をアップいたしました。最新作プレビューページ
からダウンロードください。さらに、本日12月17日ついにベールを脱いだディズ
ニー映画最新作「トロン：レガシー」の劇場用パンフレットにも、「ファイアボー
ル チャーミング」の広告が1P掲載されております。劇場に足を運ばれた際には、
ぜひチェックしてみてください！

「ファイアボール」新シリーズ制作決定
2010-08-10 （火） テレビ

本日8月10日、「ファイアボール」新シリーズの制作を正式に発表させていただき
ます。
前作につづき、監督・脚本に荒川 航が続投し、2011年放送スタートへ向けて制作
を開始いたしました。これもひとえに、発表より2年半、「ファイアボール」を支
持しつづけてくださった皆様のおかげです。ありがとうございます！
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最新情報は、今後もイボログや公式サイト「最新作プレビュー」ページにて随時ご
報告する予定です。ご期待ください！

東京ディズニーランドとシャーデンフロイデ
2009-04-13 （月） テレビ

ついにドロッセルお嬢様が東京ディズニーランドに登場！嘘です！申し訳ありませ
ん、久しぶりに東京ディズニーランドへ行って浮かれていました。
真実と最新情報をお伝えするイボログへようこそ、遅いエイプリルフールを満喫し
たハイペリオン岩田です。
そう、東京ディズニーランドでは、新アトラクション「モンスターズ・インク"ラ
イド＆ゴーシーク！"」が4月15日にオープンするのです。私はディズニー社員な
ので、ここぞとばかりにこっそり忍び込んできましたが、劇中のCG世界が見事に再
現されていてカッコ良かったです。ファイアボールファンの皆様のトゥモローラン
ド感性にも訴えること確実と思われますので、ぜひ一度体験してみてくださいね！
当面は混雑が予想されますが...。というわけで、現在、パーク内では「モンスター
ズ・インク」の主人公、サリー（フサフサの彼）とマイク（緑の彼）が大活躍中な
のですが、マイクの大きな眼を見ていて思い出すのはシャーデンフロイデのこと。
ということで、今回、初めてシャーデンフロイデの壁紙をアップしてみました！初
めてなのは、物語のクライマックスに登場する、この愛らしいお猿さんのことを、
放送開始当初は隠していたからなんです。したがって、まだ全話をご覧になってい
ない方は閲覧注意です。ネタバレです。

ダウンロードはこちらから。
シャーデンフロイデを、こんなに大きく見るのは初めてかも知れません。私は初め
てです。今回も制作チームから設定資料を（勝手に）拝借してきましたが、ドロッ
セルやゲデヒトニス同様、シャーデンフロイデのボディにも細かい文字が書かれて
いるようですね。これを読めば、シャーデンフロイデの大いなる謎に迫れるかも知
れません！さっそく読んでみましょう。なになに...どちらも壁紙画像では見えませ
んが、お腹の上には「1万年後でも最先端」と、後頭部には「痛みを心に押し込む
と、臭みが体からにじみだす」と、それぞれドイツ語で書かれているそうです。な
んと！...ごめんなさい、やっぱり謎のままでした。そんなミステリアスなお猿さん
の壁紙、是非ご活用ください。
以上、今回はディズニー社員らしいエントリを書けたと満足する、夢と魔法が大好
きな岩田でした。
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