
　　　　　 　「アリス・ギア・アイギス」4周年記念TVCM放映スケジュール

＜TOKYO MX＞

放送日 番組開始時間 番組名 CM放映タイミング 放映アクトレス

1/22(土)

22:30〜 『失格紋の最強賢者』 番組終了後 ニーナ・カリーニナ

23:30〜 『鬼滅の刃　遊郭編』 番組放送前 吾妻 楓

24:00〜 『この着せ替え人形は恋をする』 番組終了後 二子玉 舞

24:30〜 『明日ちゃんのセーラー服』 番組終了後 琴村 朱音

25:30〜 『現実主義勇者の王国再建記』 番組終了後 在賀 奈々

1/23(日)

22:30〜 『薔薇王の葬列』 番組放送前 二階堂 司

23:00〜 『東京リベンジャーズ』
番組放送前 九炉鉄 悠都

番組終了後 比良坂 夜露

1/24(月)

22:30〜 『TRIBE NINE（トライブナイン）』 番組放送前 王 紅花

23:00〜 『範馬刃牙』 番組放送前 州天頃 椎奈

24:30〜 『錆食いビスコ』 番組終了後 リタ・ヘンシェル

25:00〜 『BanG Dream!  ガルパ☆ピコ ふぃーばー！』 番組終了後 春日丘 もえ

1/25(火)

22:29〜 『ガンダムビルドシリーズセレクション』
番組放送前 金潟 すぐみ

番組終了後 一条 綾香

23:00〜 『天才王子の赤字国家再生術』 番組終了後 シャーリー・オークレー

24:30〜 『賢者の弟子を名乗る賢者』 番組終了後 下落合 桃歌

1/26(水)

22:00〜 『本好きの下剋上　司書になるためには手段を選んでいられません　第2期』
番組放送前 琴村 天音

番組終了後 大関 小結

24:00〜 『殺し愛』 番組放送前 東雲 チヱ

24:30〜 『東京24区』 番組放送前 神宮寺 真理

25:05〜 『ハコヅメ〜交番女子の逆襲〜』 番組終了後 的場 アオイ

1/27(木) 24:00〜 『ありふれた職業で世界最強 2nd season』
番組放送前 千島 美幸

番組終了後 御蔵座 梓希

1/28(金)

22:30〜 『スローループ』
番組放送前 宮南 ひかり

番組終了後 天狐 天

24:30〜 『ジョジョの奇妙な冒険　ストーンオーシャン』 番組放送前 須賀 乙莉

25:00〜 『ドールズフロントライン』 番組終了後 兼志谷 シタラ

25:30〜 『終末のハーレム』 番組終了後 籠目 深沙希

1/29(土)

22:30〜 『失格紋の最強賢者』 番組終了後 日向 リン

23:30〜 『鬼滅の刃　遊郭編』 番組放送前 蛙坂 来弥

24:00〜 『この着せ替え人形は恋をする』 番組終了後 ファティマ・ベトロラム

24:30〜 『明日ちゃんのセーラー服』 番組終了後 百科 文嘉

25:30〜 『現実主義勇者の王国再建記』 番組終了後 ミア・ヴォワザン

1/30(日) 23:00〜 『東京リベンジャーズ』
番組放送前 萬場 盟華

番組終了後 四谷 ゆみ



1/31(月)

22:30〜 『TRIBE NINE（トライブナイン）』 番組放送前 伊戸倉 音緒 

23:00〜 『範馬刃牙』 番組放送前 仁紀藤 奏

24:00〜 『プリンセスコネクト！Re:Dive Season2』 番組放送前 文島 明日翔

24:30〜 『錆食いビスコ』 番組終了後 新居目 安里

25:00〜 『BanG Dream!  ガルパ☆ピコ ふぃーばー！』 番組終了後 波佐見 利佳

2/1(火)

22:29〜 『ガンダムビルドシリーズセレクション』 番組放送前 相河 愛花

23:00〜 『天才王子の赤字国家再生術』 番組放送前 山野 薫子

24:30〜 『賢者の弟子を名乗る賢者』 番組終了後 藤野 やよい

2/2(水)

22:00〜 『本好きの下剋上　司書になるためには手段を選んでいられません　第2期』
番組放送前 小鳥遊 怜

番組終了後 御茶ノ水 美里江

24:00〜 『殺し愛』 番組放送前 新谷 芹菜

24:30〜 『東京24区』 番組放送前 宇佐元 杏奈

25:05〜 『ハコヅメ〜交番女子の逆襲〜』 番組放送前 我龍 絵美

2/3(木) 24:00〜 『ありふれた職業で世界最強 2nd season』
番組放送前 サンティ・ラナ

番組終了後 バージニア・グリンベレー

2/4(金)

22:30〜 『スローループ』
番組放送前 小芦 睦海

番組終了後 依城 えり

24:30〜 『ジョジョの奇妙な冒険　ストーンオーシャン』
番組放送前 村尾 未羅

番組終了後 君影 唯

25:00〜 『ドールズフロントライン』
番組放送前 紺堂 地衞理

番組終了後 アデライーデ・ブルートハウゼン

© Pyramid,Inc. / COLOPL,Inc.
※放送日程・時間は変更になる場合がございます。
※上記記載の時間は、各番組の開始時間となります。CMが流れる時間とは異なります。
※CMの放映に関して、記載の各番組とは一切関係ございません。
※CMの放映に関して、放送局や各番組へのお問い合わせはご遠慮ください。



　　　　　 　「アリス・ギア・アイギス」4周年記念TVCM放映スケジュール

＜BS11＞

放送日 番組開始時間 番組名 CM放映タイミング 放映アクトレス

1/22(土)

23:30〜 『鬼滅の刃　遊郭編』
番組放送前 吾妻 楓

番組終了後 金潟 すぐみ

24:00〜 『この着せ替え人形は恋をする』
番組放送前 九炉鉄 悠都

番組終了後 二子玉 舞

24:30〜 『明日ちゃんのセーラー服』
番組放送前 琴村 天音

番組終了後 琴村 朱音

1/23(日) 23:30〜 『ジャヒー様はくじけない！』
番組放送前 一条 綾香

番組終了後 下落合 桃歌

1/24(月)

23:00〜 『TRIBE NINE（トライブナイン）』
番組放送前 王 紅花

番組終了後 二階堂 司

24:00〜 『プリンセスコネクト！Re:Dive Season2』
番組放送前 千島 美幸

番組終了後 春日丘 もえ

24:30〜 『錆食いビスコ』
番組放送前 比良坂 夜露

番組終了後 リタ・ヘンシェル

1/26(水) 24:30〜 『東京24区』
番組放送前 的場 アオイ

番組終了後 神宮寺 真理

1/27(木)

24:00〜 『ありふれた職業で世界最強 2nd season』
番組放送前 大関 小結

番組終了後 御蔵座 梓希

25:00〜 『範馬刃牙』
番組放送前 州天頃 椎奈

番組終了後 シャーリー・オークレー

1/28(金)

23:00〜 『スローループ』
番組放送前 宮南 ひかり

番組終了後 天狐 天

24:30〜 『ジョジョの奇妙な冒険　ストーンオーシャン』
番組放送前 須賀 乙莉

番組終了後 在賀 奈々

25:00〜 『幼女戦記』
番組放送前 東雲 チヱ

番組終了後 兼志谷 シタラ

25:30〜 『ドールズフロントライン』
番組放送前 籠目 深沙希

番組終了後 ニーナ・カリーニナ

1/29(土)

23:30〜 『鬼滅の刃　遊郭編』
番組放送前 蛙坂 来弥

番組終了後 新居目 安里

24:00〜 『この着せ替え人形は恋をする』
番組放送前 御茶ノ水 美里江

番組終了後 ファティマ・ベトロラム

24:30〜 『明日ちゃんのセーラー服』
番組放送前 相河 愛花

番組終了後 百科 文嘉



1/30(日) 23:30〜 『ジャヒー様はくじけない！』
番組放送前 ミア・ヴォワザン

番組終了後 我龍 絵美

1/31(月)

23:00〜 『TRIBE NINE（トライブナイン）』
番組放送前 伊戸倉 音緒

番組終了後 藤野 やよい

24:00〜 『プリンセスコネクト！Re:Dive Season2』
番組放送前 文島 明日翔

番組終了後 四谷 ゆみ

24:30〜 『錆食いビスコ』
番組放送前 小鳥遊 怜

番組終了後 新谷 芹菜

2/2(水) 24:30〜 『東京24区』
番組放送前 山野 薫子

番組終了後 宇佐元 杏奈

2/3(木)

24:00〜 『ありふれた職業で世界最強 2nd season』
番組放送前 サンティ・ラナ

番組終了後 萬場 盟華

25:00〜 『範馬刃牙』
番組放送前 仁紀藤 奏

番組終了後 日向 リン

2/4(金)

23:00〜 『スローループ』
番組放送前 小芦 睦海

番組終了後 依城 えり

24:30〜 『ジョジョの奇妙な冒険　ストーンオーシャン』
番組放送前 村尾 未羅

番組終了後 君影 唯

25:00〜 『幼女戦記』
番組放送前 バージニア・グリンベレー

番組終了後 紺堂 地衞理

25:30〜 『ドールズフロントライン』
番組放送前 アデライーデ・ブルートハウゼン

番組終了後 波佐見 利佳

© Pyramid,Inc. / COLOPL,Inc.
※放送日程・時間は変更になる場合がございます。
※上記記載の時間は、各番組の開始時間となります。CMが流れる時間とは異なります。
※CMの放映に関して、記載の各番組とは一切関係ございません。
※CMの放映に関して、放送局や各番組へのお問い合わせはご遠慮ください。


