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★PRESS RELEASE★
ブシモスマホアプリ 4タイトル フィーチャーのお知らせ
株式会社ブシロード（本社:東京都中野区、代表取締役社長:橋本義賢）は、下記のブシモ
タイトルのスマートフォン向けアプリ 4タイトルがGoogle Play ストア トップページにて紹
介を受けることをお知らせいたします。

①スマートフォンアプリの企画開発事業を展開する株式会社 Craft Egg(本社：東京都渋谷区
代表取締役：森川 修一)との共同制作による『バンドリ！ ガールズバンドパーティ！』
②株式会社エイチーム(本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：林高生)、株式会社TBSテレビ
（東京都港区赤坂、代表取締役社長：武田信二）との共同開発による『少女☆歌劇 レヴュース
タァライト -Re LIVE-』
③株式会社ポケラボ（本社：東京都港区、 代表取締役社長：前田悠太、グリー株式会社
100%子会社）との共同開発による『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』
④株式会社ゲームスタジオ（本社：東京都港区 代表取締役社長：福田尚弘）との共同開発
による『トリプルモンスターズ』
2018年7月本日より1週間、上記4タイトルがGoogle Play ストアのトップページにて取り
上げられます。ぜひ、貴社の媒体で取り上げていただきたく存じます。

<『バンドリ！ ガールズバンドパーティ！』とは>
キャラクターとリアルライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト「BanG
Dream!(バンドリ！)」の世界観を軸に展開されるリズム＆アドベンチャーゲームです。
簡単操作のリズムゲームは最大 5 人で同時に遊ぶことができ、アニメやライブでお馴染み
の楽曲や有名アニメソングのカバー楽曲を楽しめます。
また、ストーリーシーンではハイクオリティな Live2D を搭載しており、キャラクターが生
き生きと動きます。提供開始から1年3カ月で、ユーザー数が650万人(※重複なし)を突破す
るなど、今後も期待が高まっています。

『バンドリ！ ガールズバンドパーティ！』サービス基本情報
■タイトル: バンドリ！ ガールズバンドパーティ！(ガルパ)
■プラットフォーム: ブシモ
■開発: 株式会社 Craft Egg
■配信: App Store、Google Play
■ジャンル: リズム＆アドベンチャーゲーム
■提供開始: 2017 年 3 月 16 日(木)
■利用料金: 基本プレイ無料、アイテム課金制
※Android、Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。
※iPhone、iTunes および App Store は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc.
の商標です。
※ご紹介いただく際には、下記の著作権表記をお使いください。
©BanG Dream! Project ©Craft Egg Inc. ©bushiroad All Rights Reserved.
【アプリダウンロードはこちらから】
▼iOS：
https://itunes.apple.com/jp/app/garupa/id1195834442
▼Android™： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.craftegg.band
【バンドリ！関連公式ページ】
▼公式サイト URL： https://bang-dream.bushimo.jp/
▼公式Twitter URL：https://twitter.com/bang_dream_gbp (@bang_dream_gbp)
▼プロモーションビデオ：https://youtu.be/kQjqjA0aK-w
▼YouTube「バンドリちゃんねる☆」：
https://www.youtube.com/channel/UCN-bFIdJM0gQlgX7h6LKcZA

<『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-』とは>
本作はミュージカルをはじまりとし、2018年7月からアニメ放送がスタートした二層展開
式少女歌劇「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」の新作スマートフォン向けゲームアプリ
です。
全編ゲームオリジナルストーリーで展開され、ミュージカル、アニメに登場する9人の舞
台少女はもちろん、ゲームオリジナルの舞台少女も15人登場。
舞台少女の華麗さ、力強さを再現した新感覚のターン制フル3Dバトルは、シンプルながら
幅広い戦略性でやりこみ要素が盛りだくさん！
作品の世界観を存分に楽しめる本格派RPGとなります。

『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-』サービス基本情報
■タイトル: 少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE- (スタリラ)
■プラットフォーム: ブシモ
■共同開発: 株式会社エイチーム、株式会社TBSテレビ
■ジャンル: レヴュー&アドベンチャーRPG
■プレイ料金: 基本プレイ無料、アイテム課金制

※ご紹介いただく際には、以下の著作権表記をお使いください。
©Project Revue Starlight
© 2018 Ateam Inc.
©Tokyo Broadcasting System Television, Inc.
©bushiroad All Rights Reserved.

【少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE- 関連公式ページ】
▼公式サイト URL：https://revuestarlight.bushimo.jp/
▼公式Twitter URL：https://twitter.com/starlightrelive (@starlightrelive)
▼YouTube「スタァライトチャンネル」：
https://www.youtube.com/channel/UCpcs9GP_NIBxzDfNTWolNPw
【アプリ事前登録はこちらから】
https://revuestarlight.bushimo.jp/preregistration/

＜「戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED」とは＞
2019年にはTVアニメ第5期放送を控えている「戦姫絶唱シンフォギア」シリーズ。
それを原作に持つスマートフォンアプリ「戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED」は、
TVアニメシリーズの追体験はもちろん、アプリオリジナルストーリーやオリジナルギアが
登場。
さらに、TVアニメ「戦姫絶唱シンフォギア」シリーズの楽曲に加え、アプリオリジナル楽
曲も随時実装中。
期間限定ミッションや、戦績に応じて報酬を獲得できる「チャレンジカップ」など、深く楽
しめる要素満載となっております。
『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』サービス基本情報
▼タイトル: 戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED
▼ジャンル: シンフォニックバトルRPG
▼企画/制作: 株式会社ブシロード
▼音楽: Elements Garden
▼開発/配信: 株式会社ポケラボ
▼配信日：2017年6月26日(月)
▼推奨端末: iOS : iOS 8.4 以上/iPhone 5s、iPad Air、iPad mini4、iPod touch 第6 世代以降
Android: Android4.4 以上をインストールした端末
※一部端末ではご利用いただけない場合がございます。
※ご紹介いただく際には、著作権表記として下記6点の記入をお願い致します。
©Project シンフォギア
©Project シンフォギアＧ
©Project シンフォギアＧＸ
©Project シンフォギアAXZ
© bushiroad All Rights Reserved.

© Pokelabo, Inc.
【アプリダウンロードはこちらから】
▼iOS: https://itunes.apple.com/jp/app/id1197254648?mt=8
▼Android™: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.pokelabo.sgxd
【戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED関連公式ページ】
▼公式サイト：https://symphogear.bushimo.jp/
▼公式Twitter：
https://twitter.com/symphogear_XD(@symphogear_XD)
▼公式Facebook： https://ja-jp.facebook.com/symphogearxd/
▼公式LINE@：https://line.me/R/ti/p/KFftMKCdnt

<『トリプルモンスターズ』とは>
3手で決着!デジタルカードファイト! TCGの雄、ブシロードが満を持しておくるスマート
フォン向けアプリ。 「3手で決着!」をコンセプトに、テンポの良さと深い戦略性を持つデ
ジタ ルカードファイトを楽しむことができます。 6人の魅力あふれるキャラクターそれぞ
れの視点で描かれる1人用のストー リーモードや、全国のプレイヤーと対戦できる「ランク
ファイト」など遊 び方も充実。 ブシロードの人気TCG『カードファイト!! ヴァンガード』
や『フュー チャーカード バディファイト』『ラクエンロジック』からも一部カードが 登場
します。
豪華制作陣 ゲーム開発は「星のドラゴンクエスト」などを手掛けた株式会社ゲームスタジ
オ。 世界観設定・シナリオ原案に「魔法科高校の劣等生」の佐島 勤氏、さらに メインキャ
ラクターデザインに「デュラララ!!」「ダンジョンに出会いを 求めるのは間違っているだろ
うか」などを手掛けたヤスダスズヒト氏を起 用。
CDにライブ、大規模大会...アプリの枠を超えて広がるトリモンの世界。アプリ配信前の3月
28日(水)に登場キャラクターのユニットソングCDを3 種同時発売し、同ユニットのライブ「
Triple Monsters LIVE -EVOKE-」を開催。さらに、年間賞金総額1000万円の賞金制 大会「
Evoker’s Tournament」が発表されるなど、ストーリー、ゲーム、 タレントの三位一体でト
リモンの世界は広がっていきます。
『トリプルモンスターズ』サービス基本情報
■タイトル: トリプルモンスターズ（トリモン）
■プラットフォーム: ブシモ
■開発: 株式会社ゲームスタジオ
■対応OS: iOS8.0以降、Android4.4以降
■ジャンル: デジタルカードファイト
■プレイ料金: 基本プレイ無料、アイテム課金制
※ご紹介いただく際には、下記の著作権利表記、イラストレーター表記をお使いください。
©bushiroad All Rights Reserved.
illust:ヤスダスズヒト
【アプリダウンロードはこちらから】
iOS：https://itunes.apple.com/jp/app/id1343038779?mt=8
Android™：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bushiroad.triplemonsters

【トリプルモンスターズ 関連公式ページ】
▼公式サイト：https://tri-mon.com/
▼公式Twitter：https://twitter.com/TripleMonsters
▼公式LINE@： https://line.me/R/ti/p/%40kmp9710t
▼トリプルモンスターズ広報担当 キャサリン公式Twitter：
https://twitter.com/k_bushiroad(
@k_bushiroad)

【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ブシロード
〒164-0011 東京都中野区中央1-38-1住友中野坂上ビル2階
TEL：03-4500-4852 FAX：03-5348-0854 URL：http://bushiroad.com/
広報担当 ：中尾、小松

