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＜TOWER RECORDS SHINJUKU IDOL NEWS VOL.268＞ 

2022 年 5 月 17 日  

 

新宿店発、アイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」ポスター VOL.268 

おにぱんず！ が初登場！ 
対 象 17 店 舗 でポスター、オンラインでポストカードをプレゼント！ 

 

 

タワーレコードでは、新宿店始動のアイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」VOL.268 に、6 月 1 日

（水）、テレビ東京系列「おはスタ」にて放送中のオリジナル TV アニメ「おにぱん！」のテーマ曲

『おにパパパン！パン！』で CD デビューするおにぱんず！が決定しました。 

おにぱんず！は、TV アニメ「おにぱん！」で、主人公であるおにっ子のキャストを務める野崎 

結愛（赤鬼・つつじ役）、根岸実花（黄鬼・ひまわり役）、野中ここな（青鬼・つゆくさ役）の 3 人

によるユニットです。 

タワーレコードは、これを記念して「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボポスターとポストカードを制

作。対象 17 店舖にて対象商品をご購入の方にコラボヴィジュアルを使用したポスターを 1 枚、タワー

レコード オンラインでご購入の方には同デザインのポストカードを 1 枚、ご予約者優先ならびにご購

入者先着で差し上げます。 

「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボポスター&ポストカード プレゼント 

対象 17 店舗にておにぱんず！『おにパパパン！パン！』ご購入でポスター１枚を、さらにタワーレコード 

オンラインでご購入の方は、同柄のポストカードを 1 枚、予約者優先、購入者先着にて差し上げます。 

 

■対象商品 

 おにぱんず！『おにパパパン！パン！』 

※リリースイベントを開催する新宿店では、「NO MUSIC,NO  

IDOL？」コラボポスター特典またはイベント参加券のいずれかをお 

選びいただきます。 

※タワーレコードオリジナル特典「缶バッジ」はすべてのお客様に 

お渡しいたします 

※特典はいずれも先着でのお渡しにてなくなり次第配布終了とな 

ります。 

■ポスタープレゼント 17 店舗 

札幌ピヴォ店 / 仙台パルコ店 / 高崎オーパ店 / アリオ亀有店 /  

新宿店 / アリオ橋本店 / 横浜ビブレ店 / 新潟店 / 静岡店 /  

東浦店 / 名古屋パルコ店 / 梅田 NU 茶屋町店 / イオンモール倉敷 

店 / 広島店 / 高松丸亀町店 / 福岡パルコ店 / 那覇店 

 

■ポストカードプレゼント 

タワーレコード オンライン 

 

PRESS RELEASE 

「NO MUSIC, NO IDOL?」 

コラボヴィジュアル  

おにぱんず！ 

情報解禁日時：2022 年 5 月 17 日（火）18:00 
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◇ リリース商品情報 ◇ 

アーティスト：おにぱんず！ 

タイトル  ：おにパパパン！パン！ 

発売日   ：6 月 1 日（水） 

形態/価格  ：通常盤 CD(CD＋ブックレット) /1,800 円（税込） 

レーベル  ：鬼ヶ島レコーズ／AMUSE 

先着予約購入特典: 缶バッジ（おにぱんず！アーティストスタイル） 

※タワーレコード限定 ※写真下 

【CD 収録内容】  

M-1：「おにパパパン！パン！」/ おにぱんず！（アニメ「おにぱん！」テーマ曲） 

   作詞：辻村 有記、作曲・編曲：辻村 有記 / 伊藤 賢 

M-2：「鬼ヤバッ！」/ おにぱんず！ （アニメ「おにぱん！」新テーマ曲） 

   作詞：辻村 有記、作曲・編曲：辻村 有記 / 伊藤 賢 

M-3：「ときめき♡ワンダーランド」 / のりりん（CV.富田 美憂） 

   作詞：RT2、作曲・編曲：加部 輝 

【仕様】おにぱんず！盤／通常盤共通  

ブックレット：キャスト 3 人の魅力が詰まったミニフォト集 16p（予定） 

ジャケット：アニメ「おにぱん！」WIT STUDIO 完全描き下ろしイラスト 

 

CD ジャケットイラストは WIT STUDIO 完全描き下ろし。「おにパパパン！パン！」の振り付けに合わせて

ポーズをとるおにっ子たちに注目！ 

 

◇ おにぱんず！プロフィール ◇ 

人なつっこくて好奇心旺盛な赤鬼・つつじ役に野崎結愛、

やんちゃでいたずらっ子な黄鬼・ひまわり役に根岸実花、

クールと思わせてズボラな青鬼・つゆくさ役に野中ここ

なという、さくら学院で活躍していて卒業した野崎結愛、

野中ここな、「ちゃおガール 2019」グランプリの根岸

実花のフレッシュな 3 人が、ユニット＜おにぱんず！

＞を結成。TV アニメーション「おにぱん！」のテーマ

曲『おにパパパン！パン！』でデビューすることが決定

しました。 

 

6 月 4 日（土）から東阪にて、タワーレコード渋谷店他でのリリースイベントも決定。さらに 8 月 26 日(金)

には恵比寿ザ・ガーデンホールにて＜おにぱん！＞初となるライブイベント『おにぱん！ファンミーティン

グ＆ライブ 2022「おにさんこちら♪」』の開催も決定しています。 

おにぱんず！公式 Twitter：＠ONIPANSofficial      

公式 TikTok：@onipansofficial 
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◇おにぱんず！『おにパパパン！パン！』タワーレコードリリースイベント◇ 

タワーレコード渋谷店 

日時 ：6 月 11 日（土）13:00〜 

内容 ：トーク＋歌唱＋特典お渡し会 

ゲスト ：森 ハヤシ 

 

タワーレコード新宿店 

日時 ：6 月 12 日（日）17:30〜 

内容 ：特典お渡し会 

 

【TV アニメーション「おにぱん！」】 

「おはスタ」（テレビ東京系列 毎週月〜金あさ 7 時 5 分から放送中）にて放送する WIT STUDIO が手掛け

る新作オリジナル TV アニメーション「おにぱん！」は、鬼と人間が共に生きる世界を舞台に、鬼のイメージ

アップのため奮闘するおにっ子（＝鬼の子供）たちの物語。 

 

TV アニメーション『魔法使いの嫁』の監督を務めたクリエイターの長沼範裕氏、TV アニメ『Vivy -Fluorite 

Eye’s Song-』や『王様ランキング』の制作会社 WIT STUDIO、小学館集英社プロダクションの 3 者による

「おにぱん！プロジェクト」が原作を手掛け、アミューズが参画する AAO Project による原作企画の開発事

業が、TV アニメーションとして実を結びました。 

 

本作のアニメーションは、2022 年に 10 周年を迎え、躍進を続ける WIT STUDIO が制作。監督は『みなみ

け』『ゆるゆり』などを手掛けた太田雅彦氏、シリーズ構成はあおしまたかし氏、キャラクターデザイン・総

作画監督は TV アニメ『ソードアート・オンライン』『ゾンビランドサガ』でも作画監督を務めた柳隆太氏が

担当します。 

 
【イントロダクション】 

 

「鬼は悪者」 

そんなイメージはもう古い。今では人間ともすっかり仲良し。 

—…昔々のヤンチャのせいで、誤解されたりいじられたりすることもあるけれど。 

これは、人間と鬼が共に生きる世界で、 

３人のおにっ子が鬼のイメージアップのために奮闘する物語。 

鬼ヶ島から東京の中学校に転入、そして… 

時に人助け、時に町おこし、時に学校行事へ飛び込み、時には…アイドル活動！？ 

キーアイテムは、鬼族に伝わるぱんつ ―…その名も「おにぱん!」 

どんな能力が秘められているのか、それともいないのか！？ 

さらには桃太郎や一寸法師の子孫も登場して…⁉ 

大忙しのおにっ子たち、たまに失敗して落ち込むこともあるけれど、 

今日もめげずにひたむきに頑張ります！ 

 

公式 HP：https://onipan.com   

公式 Twitter：@tv_anime_onipan  

 

【＜おにぱん！＞初のライブイベント】 

 

タイトル  ：おにぱん！ファンミーティング＆ライブ 2022「おにさんこちら♪」 

日時  ：8 月 26 日(金)  開場/17:00 開演/18:00 

会場  ：東京・恵比寿ザ・ガーデンホール 

出演  ：おにぱんず！（野崎結愛/根岸実花/野中ここな）・前田佳織里・富田美憂 

MC  ：森ハヤシ 

チケット  ：指定席￥5,500 鬼ヶ島席￥8,800 

チケット発売日 ：未定 

©2022 おにぱん！製作委員会 

https://onipan.com/

