2018 年 12 月 25 日(火)
株式会社ブシロード
報道関係各位
★PRESS RELEASE★

アニメ「BanG Dream!（バンドリ！）」第 1 期の YouTube 一挙配信が決定！
「BanG Dream! ガルパ☆ピコ」の毎日配信も！
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、以下、ブシロード）は、2018 年 12 月
27 日(木)12:00 より、YouTube「バンドリちゃんねる☆」にてアニメ「BanG Dream!（バンドリ！）」第 1 期を一挙配
信することをお知らせいたします。また、同日より、ミニアニメ「BanG Dream! ガルパ☆ピコ」を毎日 1 話ずつ配信いたし
ます。

2019 年 1 月 3 日(木)より放送開始となるアニメ「BanG Dream! 2nd Season」。放送開始に先駆けて、2017 年
に放送されたアニメ「BanG Dream!（バンドリ！）」第 1 期の YouTube 一挙配信が決定いたしました。2018 年 12

月 27 日(木)12:00 より、YouTube「バンドリちゃんねる☆」にて全 13 話＋OVA を一挙配信いたします。いつでも無
料で全編ご覧いただけます。Poppin’Party 結成の物語を、2nd Season 開始前にぜひご覧ください！
※アニメ「BanG Dream!（バンドリ！）」第 1 期配信終了は 1 月上旬を予定しております。
「BanG Dream!（バンドリ！）」第 1 期公式サイト：https://anime.bang-dream.com/1st/
また、ミニアニメ「BanG Dream! ガルパ☆ピコ」の YouTube 配信が決定いたしました。同日 12 月 27 日(木)より、毎
日 1 話ずつ、全 26 話を公開いたします。アニメ第 1 期とおなじく、YouTube「バンドリちゃんねる☆」にていつでも無料で
全編ご覧いただけます。第 1 期とあわせてお楽しみください！
※ミニアニメ「BanG Dream! ガルパ☆ピコ」の配信終了は 2019 年 2 月 18 日(月)を予定しております。
「BanG Dream! ガルパ☆ピコ」公式サイト：https://anime.bang-dream.com/pico/
■アニメ「BanG Dream! 2nd Season」
＜公式サイト＞
https://anime.bang-dream.com/2nd/
＜放送情報＞
・1 月 3 日(木)スタート
TOKYO MX 毎週木曜 23:00～（再放送：毎週月曜 19:00～）
BS11 毎週木曜 23:30～
KBS 京都 毎週木曜 23:30～
サンテレビ 毎週木曜 24:00～
テレビ神奈川 毎週木曜 25:00～
新潟総合テレビ 毎週木曜 26:15～
AT-X 毎週木曜 23:30～
・1 月 4 日(金)スタート
青森放送 毎週金曜 25:56～
・1 月 7 日(月)スタート
静岡朝日テレビ 毎週月曜 25:50～
・1 月 8 日(火)スタート
テレビ愛知 毎週火曜 25:35～（再放送：毎週木曜 26:35～）
＜配信情報＞
・1 月 3 日(木)スタート
Abema TV 毎週木曜 22:30～
※1 月 3 日(木)配信分のみ 23:00～となります。

・1 月 10(木)以降順次配信スタート
d アニメストア
バンダイチャンネル
ビデオマーケット
DMM.com
COCORO VIDEO
Music.jp
Rakuten TV
U-NEXT
アニメ放題
J:COM オンデマンド
ビデオパス
HAPPY!動画
※放送開始日・放送日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承ください。
＜CAST＞
戸山香澄／愛美
花園たえ／大塚紗英
牛込りみ／西本りみ
山吹沙綾／大橋彩香
市ヶ谷有咲／伊藤彩沙
美竹蘭／佐倉綾音
丸山彩／前島亜美
湊友希那／相羽あいな
弦巻こころ／伊藤美来
ほか
＜STAFF＞
原作：ブシロード
製作総指揮：木谷高明
ストーリー原案：中村 航
監督：柿本広大
シリーズ構成・脚本：綾奈ゆにこ
キャラクター原案：ひと和 Craft Egg
アニメーションキャラクターデザイン：植田和幸
サブキャラクターデザイン：茶之原拓也 八森優香

CG スーパーバイザー：三村厚史
モデリングディレクター：武内泰久
リギングディレクター：矢代奈津子
色彩設計：北川順子
撮影監督：井上麻梨
美術設定：成田偉保(草薙)
編集：梅津朋美(エディッツ)
音響監督：飯田里樹
音楽プロデューサー：上松範康 藤田淳平
アニメーションプロデューサー：西藤和広 村上隆介
アニメーション制作：サンジゲン
アニメーション制作協力：パッショーネ/Creators in Pack
製作：ブシロード TOKYO MX グッドスマイルカンパニー ホリプロ ウルトラスーパーピクチャーズ
■「BanG Dream!（バンドリ！）」とは
キャラクターと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。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開
している。作中に登場するバンド「Poppin’Party」「Roselia」の声優が実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ
活動を行っており、2018 年 5 月開催の「BanG Dream! 5th☆LIVE」では 2 日間で 24,000 人を動員した。新バ
ンド「RAISE A SUILEN」も本格的に活動を開始し、2018 年 12 月に両国国技館で RAISE A SUILEN として初
の単独ライブを成功させた。株式会社 Craft Egg と共同開発のスマートフォン向けゲーム「バンドリ！ ガールズバンドパ
ーティ！」は、提供開始から 1 年 8 カ月で、ユーザー数が 800 万人（※重複なし）を突破。現在、「バンドリ！ ガール
ズバンドパーティ！」のミニアニメ「BanG Dream! ガルパ☆ピコ」が絶賛放送中（TOKYO MX 毎週木曜 23:00～
／サンテレビ 毎週木曜 24:30～「バンドリ！TV」内にて放送）。2019 年 1 月 3 日(木)からは、アニメ「BanG
Dream! 2nd Season」が放送開始となる。
公式サイト：https://bang-dream.com/
公式 Twitter：https://twitter.com/bang_dream_info
YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/channel/UCN-bFIdJM0gQlgX7h6LKcZA
※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。
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