
 

2022 年 6 月 10 日 

Obey Me! Project 

 

700 万ダウンロード突破のモバイル乙女ゲーム原作のアニメ、待望の第 2 弾の公開が決定! 

『Obey Me! The Anime Season2』の７月配信に先駆けて、 

キービジュアル完全版を大公開!!! 

 

 

2019 年に海外版、2020 年に日本版をリリースし、全世界で熱烈なファンを獲得しているエヌ･ティ･

ティ･ソルマーレ株式会社(本社:大阪市中央区､代表取締役社⾧:朝日利彰､以下 NTT ソルマーレ)

のモバイル乙女ゲーム『Obey Me!』が、2021 年のアニメ化に続き、第 2 弾『Obey Me! The Anime 

Season２』として７月から配信されることが決定いたしました。 

 

■SNS で「癖になる!」と話題をさらった『Obey Me! The Anime』 

あの悪魔７兄弟が更にパワーアップして帰ってくる!  

2021 年に配信された『Obey Me! The Anime』は、１話～３話が YouTube でも公開され累計

300 万回再生を超える人気を博しました。そして、昨年に続き 2022 年あの『Obey Me! The Anime』

がシーズン２として、カッコよさもコミカルさもさらにパワーアップし帰ってきます! 

 

本年３月、公式YouTubeチャンネルにて全世界同時生配信されたキャスト番組『Obey Me! Meet 

and Greet Spring 2022』にてアニメ製作を発表、キービジュアルの一部を先行公開し、大きな話題を

集めましたが、今回は、キービジュアル完全版を公開いたします。 

 

＜全世界同時生配信されたキャスト番組『Obey Me! Meet and Greet Spring 2022』のアー

カイブ＞ 

https://www.youtube.com/watch?v=ChHTatztsQY 



 

 

■ED 主題歌は悪魔７兄弟のキャスト陣―Obey Me! Boys 

本編で繰り広げられる兄弟たちの賑やかな日常とかっこよさ全開の ED テーマソング、ED 映像のギャッ

プでも話題を呼んだアニメシーズン 1。 

シーズン 2 も引き続き ED 主題歌を７兄弟のキャスト陣、Obey Me! Boys が担当します。 

■キャストコメント 

 キャストよりシーズン２配信に向けた喜びのコメントが到着しました。 

 

ルシファー役:山下和也  

 皆さんのおかげでアニメシーズン 2 の制作発表がありました! 

たくさんの方々に支えられて「Obey Me!」と一緒に進むことができ、感謝してもしきれません。 

アニメシーズン 1 でのそれぞれのキャラクターも更に成⾧して帰ってくると思います! 

真面目なお兄ちゃんルシファーから、怒りん坊ルシファー、少しお茶目なルシファーまで、 

シーズン 2 もキャラクター達のドタバタ劇を楽しんでいただけたら嬉しいです! 

 

マモン役:古林裕貴 

 Obey Me!アニメシーズン 2 おめでとうございます! 

率直に嬉しい気持ちでいっぱいです。 

アニメシーズン 1 では主に兄弟達の日常にスポットが当てられてきましたが、今回はどんな風にストーリーが

展開されていくのか大変ワクワクしております。 

マモンがどう活躍するのかも気になるところですね! 



相棒としてマモンの魅力を更にお伝えできるように収録に挑みますので、どうぞご期待ください。 

 

レヴィアタン役:加田智志 

 アニメシーズン 2 おめでとうございます!ありがとうございます! 

またアニメのレヴィや、兄弟たちと騒げると思うとワクワクしています! 

そして今回はもっと賑やかになりそうな感じもしているので楽しみも倍増ですね。 

しかし、思えば遠くまで来たものですね。 

こうなりゃどこまででも突っ走っていきたいです! 

あ!Otaku FM も帰ってきます!よろしくどうぞ! 

 

サタン役:角真也 

 Obey Me!アニメシーズン 2 おめでとうございます。 

今までアフレコ現場は 7 人兄弟だけで収録していたのですが、サイドキャラまで参加してパワーアップするの

が楽しみですね! 

こんなに同じ役を⾧く続けることがないので私もサタンをパワーアップさせて、また皆さんと楽しい作品作りが

出来たらいいなと思っています。 

よろしくね。さよなら。 

 

アスモデウス役:ミウラアイム 

 アニメシーズン 2!おめでたいですね!また動き回る兄弟たちを見られるのが楽しみです! 

僕が予想している「顔のいい漢たちが殴り合う青春ヤンキー回」は果たしてあるのでしょうか? 

今から役作りのために盗んだバイクで走り出して夜の校舎窓ガラスを割って歩こうと思います! 

このネタ今時の子には伝わらないらしいですね残念です。 

こうなったら時空を越えてあの頃に行くしかない! 

あ、タイムリープ回なんてのもあったらいいですね! 

 

ベルゼブブ役:矢口恭平 

 シーズン 1 では勉強したり海行ったりゲームしたり犬探したり、アイス食ったり温泉行ったりと、全話に渡っ

てベールとベルフェは大活躍でしたね!もう一度言います。大活躍でしたね!! 

ベールらしい部分はもちろん、こんな意外な一面も!?って驚きもありました。それは他の兄弟でもそうでし

たよね。 

さぁシーズン 2 ではいったいどんな一面を魅せてくれるのでしょうか? 

俺自身も楽しみでしょうがないです! 

 

ベルフェゴール役:大西哲史 

いつも Obey Me!を応援してくださりありがとうございます。 



おかげでアニメシーズン 2 を迎えることができました。 

みなさんの期待に応えられるよう、一生懸命収録させていただきます。 

アニメシーズン 2 をお楽しみに! 

 

ディアボロ役:山本拓平 

ゲームでしか存在していなかった世界が動き出し、かの七兄弟たちが生き生きと動き回ったアニメシーズ

ン１。 

そんなアニメの世界の中へディアボロとして入って行けることは無上の喜びです。 

しかし、予定調和は望みません。山本拓平の真骨頂は破壊にあるからです。 

世界に生じた綻びは、そこに溜まった空気を急速に吸い込んで、風を呼び、嵐を巻き起こす 

でしょう。 

世界を破壊するパワーとチャンスをディアボロに! 

 

バルバトス役:原田雅行 

アニメ「Obey Me!」新シリーズの製作が決定してから、アニメーションで動く彼に出会えることを心待ちに

しています。 

バルバトスというキャラクターは執事という立場、そしてディアボロ坊ちゃまと明確な主従関係にあることから、

感情や自分というものをあまり表に出しません。 

それも彼の魅力の一つなのですが、アニメの前シリーズでは兄弟たちの意外な一面や、普段見せない姿が

描かれていました。 

なので、新シリーズではバルバトスも新たな一面を見せてくれるのでは?とワクワクしています。 

そして、そんな彼の新しい魅力を留学生の皆様にお伝えできるよう、頑張りたいと思います。 

 

ルーク役:おかき 

シーズン 2!シーズン 1 では活躍しなかったキャラクター達も登場して（登場しますよね!?）、より

Obey Me!の世界が広がっていく事にワクワクします。 

そして、改めて Obey Me!という作品が愛されているんだと嬉しく思います。 

留学生みなさんの期待に応えられるよう、そして最高に楽しめる作品になるよう力を尽くします!あぁ、は

やく動いているルークにあいたい――（登場しますよね!?） 

 

シメオン役:平田裕 

アニメ Obey Me!シーズン 2、どんどん近づいてきていますね! 

アニメで動くシメオンが、ルークやソロモン、悪魔のみんなとどんなやりとりをするのか、とても楽しみです。 

いきいきとしたシメオンくんに負けないよう、彼らしさを表現したいと思っています。 

メンバーも増えてさらに賑やかになるシーズン 2! 

楽しみに待っていてください! 



 

ソロモン役:川田一輝 

やったー!アナタのおかげでアニメシーズン 2 を迎えることができました! 

「良い作品は良いファンと共に」Obey Me!のファンの皆さんは情熱的で優しくて、1 人のマンガ・ゲーム好

きとして素敵な作品に関われて幸せだなといつも感謝しています。 

ついにキャラソングを歌ったソロモン、前回「僕らも出たい～!」と叫んでいたアニメでは出番はあるのか!? 

今後の活躍もアナタの応援次第!これからもよろしくお願いします! 

 

■アニメーション制作は Colored Pencil Animation Japan が続投 

ア ニ メ シ ー ズ ン 1 で 独 特 の 世 界 観 を 描 い た Colored Pencil Animation Japan

（https://www.cpaj.co.jp/）がシーズン２の制作も担当します。 

 

■公式 Web ラジオ『Otaku FM Anime and Chill Season2』も配信決定! 

アニメシーズン１の際に同時配信された Web ラジオ番組が再び帰ってきます。 

トーク力に定評のあるキャスト陣による笑いあり、しっとりありのラジオもお見逃しなく。 

配信はゲームアプリ内および各種公式動画配信チャンネルにて配信予定です。 

シーズン 2 では、サイドキャラクターのキャスト陣の登場にもご期待ください。 

 

■「Obey Me! The Anime」シーズン１の BD が６月２９日(水)発売決定! 

 アニメシーズン１の全 12 話に加え、スペシャルアニメも１枚に収録したコンプリートパッケージを発売決

定です! 

「アニメイト限定版」「通常版」が同時リリース、どちらにも特典盛りだくさん! 

シーズン２に向けて、シーズン１を振り返ろう! 

 

【通常版との共通同梱特典】 

1.悪魔７兄弟・ED イラストサイン入りポストカードセット 

2.ブックレット 

【アニメイト限定版のみのスペシャル同梱特典】 

3.描き下ろしイラスト（原作）を使用した三方背アウターケース 

4.ＣＤ（新録ミニドラマ） 

5.描き下ろしアウターケースイラストを使用したアクリルスタンド 

※商品の仕様は予告なく変更になる場合があります 

 

【品番】アニメイト限定版:FFXG-0023 

    通常版:FFXG-0024 

 



【価格】アニメイト限定版:14,300 円（税込） 

    通常版:8,800 円（税込） 

 

■公式サイト・ソーシャルコミュニケーション 

配信先・スケジュールなどの詳細については順次 SNS 等でお知らせしていく予定です。 

 

・“Obey Me!”公式サイト 

 http://shallwedate.jp/obeyme/ 

 

・“Obey Me!”公式 Twitter 

 https://twitter.com/ObeymeOfficial 

 

・“Obey Me!”公式 YouTube チャンネル 

https://www.youtube.com/c/ObeyMeOfficial 

 

■Obey Me! Project について 

Obey Me! Project は、NTT ソルマーレが提供する女性向けモバイル恋愛ゲーム『Obey Me!』の全

世界におけるマルチコンテンツ化プロジェクトです。 

創通が中心となりプロジェクトのプロモーションを担当し、商品化を東映エージエンシー・創通の二社共

同、二次コンテンツ制作をバウンスィが手掛け、引き続きゲーム以外の映像などのマルチコンテンツ化につ

いても企画・推進してまいります。 

 

■エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社について（http://www.nttsolmare.com/） 

NTT ソルマーレは､｢エンターテイメントを通じ人の心を豊かにする｣ことを目標とし､国内最大級の電子

書籍サービスの１つである｢コミックシーモア｣の運営､オリジナルブランド「ソルマーレ編集部」によるコミック

制作、イケメン悪魔調教ゲーム「Obey Me!」、声劇ライブ配信サービス「ボイコネ」、オタ活に役立つスケ

ジュール管理アプリ「シカロ」を中心としたエンターテイメントサービスを提供しています｡ 

 

■株式会社創通について（https://www.sotsu.co.jp/）  

1965 年創業。「夢と感動」を共有することを企業理念とし、新しいアニメーション作品やゲーム作品

などのエンターテイメントコンテンツを創り、『機動戦士ガンダム』を代表作として、版権事業を通じて作品を

プロデュースしていくビジネスモデルを 50 年以上継続してまいりました。 

 

■株式会社東映エージエンシーについて（https://www.toeiad.co.jp/） 

日本最大のコンテンツメーカーである東映グループの総合広告代理店です。1957 年の設立以来、

「スーパー戦隊シリーズ」を代表とする数々の番組企画・映像制作・映画広告・販売促進、およびキャラ



クター版権業務に関わっております。 

 

■株式会社バウンスィについて（http://bouncy.jp/） 

関わる全ての人々の心に“はずみ”を作り続けるクリエイティブカンパニーとして、アニメを中心としたエンタ

ーテインメントコンテンツを制作し続けています。 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

Obey Me! Project プロデュースチーム 奥村、鈴木宛 

E-mail:obeyme_license@nttsolmare.com 

 

【ゲームに関するお問い合わせ先】 

エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社 

ゲーム事業部 松嶋、中島 

Email:info@nttsolmare.com 


