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各  位 
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 代表者名 代表取締役社長 榎本 誠一 
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本件問合せ先 取締役執行役員経営企画室長 

 石丸 裕之 

電話番号 03-3847-0410 

 

アニメ『弱キャラ友崎くん』 

2021年 3月 3日（水）Blu-ray＆DVD vol.1発売開始のお知らせ 
 

株式会社ハピネット(本社：東京都台東区、代表取締役社長：榎本誠一）は、2021 年 3 月 3 日（水）

より『弱キャラ友崎くん Blu-ray＆DVD vol.1』の販売を開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

■作品紹介 

累計発行部数 120 万部突破、「このライトノベルがすごい！」（文庫部

門／宝島社刊）5年連続 TOP10入りの大人気ライトノベルが待望のテ

レビアニメ化！ 

人生は果たして神ゲーかクソゲーか？弱キャラ・友崎が挑む人生攻

略ラブコメ！ 

 

■ストーリー 

友崎文也は、日本屈指のゲーマーながら現実ではぼっちの高校生。 

“人生はクソゲー”だと言い切る彼が出会ったのは、学園のパーフェク

トヒロイン・日南葵だった。 

「この『人生』というゲームに、真剣に向き合いなさい！」 

人生ははたしてクソゲーか、神ゲーか？ 

日南の指導のもと、弱キャラ高校生の人生攻略が幕を開ける！  

「この人生（ゲーム）のルールを教えてあげる」 
弱キャラが挑む人生攻略論 ただし美少女指南つき！ 



                                                                                                                 

■キャスト＆スタッフ 

＜キャスト＞ 

友崎文也   ：佐藤 元 

日南 葵    ：金元寿子 

七海みなみ  ：長谷川育美 

菊池風香   ：茅野愛衣 

夏林花火   ：前川涼子 

泉 優鈴    ：稗田寧々 

水沢孝弘   ：島﨑信長 

中村修二   ：岡本信彦 

竹井      ：水野駿太郎 

 

 

 

 

 

 

■商品情報 

■『弱キャラ友崎くん vol.1』 Blu-ray （第 1話～第 2話収録） 

6,800円(税抜)  BIXA-1321 

カラー / 約 46分 / 1層 / 1枚組 画面：16:9[1080p Hi-Def] 

音声： 日本語リニア PCM 2.0chステレオ 

 

■『弱キャラ友崎くん vol.1』 DVD （第 1話～第 2話収録） 

5,800円(税抜)  BIBA-3471 

カラー / 約 46分 / 片面 1層 / 1枚組 画面：16:9LB 

音声： 日本語リニア PCM 2.0chステレオ 

 

■『弱キャラ友崎くん vol.2』 Blu-ray （第 3話～第 4話収録） ※4月 2日（金）発売予定 

6,800円(税抜)  BIXA-1322 

カラー / 約 46分 / 1層 / 1枚組 画面：16:9[1080p Hi-Def] 

音声： 日本語リニア PCM 2.0chステレオ 

 

■『弱キャラ友崎くん vol.2』 DVD （第 3話～第 4話収録） ※4月 2日（金）発売予定 

5,800円(税抜)  BIBA-3472 

カラー / 約 46分 / 片面 1層 / 1枚組 画面：16:9LB 

音声： 日本語リニア PCM 2.0chステレオ 

 

■『弱キャラ友崎くん vol.3』 Blu-ray （第 5話～第 6話収録） ※5月 7日（金）発売予定 

6,800円(税抜)  BIXA-1323 

カラー / 約 46分 / 1層 / 1枚組 画面：16:9[1080p Hi-Def] 

音声： 日本語リニア PCM 2.0chステレオ 

 

■『弱キャラ友崎くん vol.3』 DVD （第 5話～第 6話収録） ※5月 7日（金）発売予定 

5,800円(税抜)  BIBA-3473 

カラー / 約 46分 / 片面 1層 / 1枚組 画面：16:9LB 

音声： 日本語リニア PCM 2.0chステレオ 

 

＜スタッフ＞ 

原作            ：屋久ユウキ「弱キャラ友崎くん」 

（小学館ガガガ文庫刊） 

キャラクター原案     ：フライ 

監督                ：柳 伸亮 

シリーズ構成       ：志茂文彦 

キャラクターデザイン  ：矢野 茜 

音響監督         ：本山 哲 

音響制作         ：ビットグルーヴプロモーション 

音楽            ：水谷広実 

音楽制作         ：ポニーキャニオン アップドリーム 

プロデュース         ：ドリームシフト 

アニメーション制作    ：project No.9 

オープニング主題歌   ：DIALOGUE＋「人生イージー？」 

エンディング主題歌   ：DIALOGUE＋「あやふわアスタリスク」 



                                                                                                                 

■『弱キャラ友崎くん vol.4』 Blu-ray （第 7話～第 8話収録） ※6月 2日（水）発売予定 

6,800円(税抜)  BIXA-1324 

カラー / 約 46分 / 1層 / 1枚組 画面：16:9[1080p Hi-Def] 

音声： 日本語リニア PCM 2.0chステレオ 

 

■『弱キャラ友崎くん vol.4』 DVD （第 7話～第 8話収録） ※6月 2日（水）発売予定 

5,800円(税抜)  BIBA-3474 

カラー / 約 46分 / 片面 1層 / 1枚組 画面：16:9LB 

音声： 日本語リニア PCM 2.0chステレオ 

 

■『弱キャラ友崎くん vol.5』 Blu-ray （第 9話～第 10話収録） ※7月 2日（金）発売予定 

6,800円(税抜)  BIXA-1325 

カラー / 約 46分 / 1層 / 1枚組 画面：16:9[1080p Hi-Def] 

音声： 日本語リニア PCM 2.0chステレオ 

 

■『弱キャラ友崎くん vol.5』 DVD （第 9話～第 10話収録） ※7月 2日（金）発売予定 

5,800円(税抜)  BIBA-3475 

カラー / 約 46分 / 片面 1層 / 1枚組 画面：16:9LB 

音声： 日本語リニア PCM 2.0chステレオ 

 

■『弱キャラ友崎くん vol.6』 Blu-ray （第 11話～第 12話収録） ※8月 4日（水）発売予定 

6,800円(税抜)  BIXA-1326 

カラー / 約 46分 / 1層 / 1枚組 画面：16:9[1080p Hi-Def] 

音声： 日本語リニア PCM 2.0chステレオ 

 

■『弱キャラ友崎くん vol.6』 DVD （第 11話～第 12話収録） ※8月 4日（水）発売予定 

5,800円(税抜)  BIBA-3476 

カラー / 約 46分 / 片面 1層 / 1枚組 画面：16:9LB 

音声： 日本語リニア PCM 2.0chステレオ 

  



                                                                                                                 

特典（Blu-ray＆DVD共通） 

【初回生産限定特典】 

＜vol.1＞・原作 屋久ユウキ 新規書き下ろし特典小説(1) 

弱キャラ友崎くん EXTRA Lv.1 

＜vol.2＞・原作 屋久ユウキ 新規書き下ろし小説(2) 

 

【仕様・封入特典】 

＜全巻共通＞・キャラクター原案 フライ 描き下ろしスペシャル三方背ケース 

・キャラクターデザイン 矢野 茜 描き下ろしインナージャケット 

         ・ブックレット 

＜vol.1＞・キャラクターソング CD01(from 日南 葵) 

＜vol.2＞・キャラクターソング CD02(from泉 優鈴) 

＜vol.3＞・キャラクターソング CD03(from七海みなみ) 

＜vol.4＞・キャラクターソング CD04(from夏林花火) 

＜vol.5＞・サウンドトラック＆キャラクターソング CD05(from菊池風香) 

＜vol.6＞・サウンドトラック＆キャラクターソング CD06 

 

【映像特典】 

＜vol.1＞・Lv.1 ノンテロップ ED「人生イージー？」 

      ・ティザーPV 

＜vol.3＞・OVA(1) 

＜vol.4＞・OVA(2) 

 

※商品の仕様は変更になる場合がございます。 

 

 

著作権表記：©屋久ユウキ・小学館／「弱キャラ友崎くん」製作委員会 

発売元・販売元：株式会社ハピネット 

 

 

 


