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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!」ついにTVアニメ化決定！！

2016年7月8日(金)
株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、次世代ガールズバンドプロジェクト「BanG Dream!」の
TVアニメ化が決定いたしましたことをご報告いたします。
報道関係の皆様にはおかれましては、是非誌面・Web記事等で本内容をお取り扱いいただければ幸いに存じます。

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

TVアニメ化決定！2017年放送予定！
「BanG Dream!」の物語を追って、キャストがリアルガールズバンド
を結成！究極のメディアミックスプロジェクト、TVアニメ化！！
アニメーションミュージックビデオ・コミック・楽曲リリース、ライブなど、様々な
メディアミックス展開を行ってきた次世代ガールズバンドプロジェクト「BanG
Dream!」（バンドリ！）がついにTVアニメ化決定！！
「BanG Dream!」は雑誌・月刊ブシロードにて連載スタート。その後、2015
年に声優・愛美がギター＆ボーカルを担当するバンドを結成し、戸山香澄と
してその物語を追いかけて行くことを発表した。その後、いくつかのライブを
経て、ベース担当として牛込りみ役・西本りみ、キーボード担当として市ヶ谷
有咲役・伊藤彩沙、リードギター担当として花園たえ役・大塚紗英、ドラム
担当として山吹沙綾役・大橋彩香が順次加入。この5名によって、物語の
中に登場するガールズバンド「Poppin’Party」が結成され、作品の世界観そ
のままに実際に楽器の演奏をしながらライブパフォーマンスを行う前代未聞
のプロジェクトだ。ライブは徐々に規模を拡大し、今年4月にメンバー全員
揃って行われた品川ステラボールでの1stライブ「BanG Dream!
First☆LIVE Sprin’PARTY 2016!」は満員御礼の大盛況となった。

豪華スタッフ・キャスト陣で描くTVアニメに大注目！

© BanG Dream! Project

TVアニメ公式サイト
http://bang-dream.com/
オフィシャルTwitter @bang_dream_info

万を持して発表となったTVアニメには、 「Poppin’Party」のメンバーとして
各キャラクターを演じるキャスト陣はもちろん、豪華スタッフが集結！監督は
『To LOVEる-とらぶる-』シリーズをはじめ、『かのこん』 『WORKING‘!!』を担
当してきた大槻敦史、シリーズ構成には『電波女と青春男』『きんいろモザイ
ク』などを手がけてきた綾奈ゆにこ、アニメーション制作は『To LOVEる–とら
ぶる-』シリーズや『這いよれ︕ニャル⼦さん』などで実績を残すXEBEC、そ
して、３Dを得意とするOLMとブシロードの2社提携のアニメ制作新ブランド
「ISSEN」が担当する。そして音楽プロデュースは『うたの☆プリンスさまっ♪』
『魔法少女リリカルなのは』シリーズなどに楽曲提供してきたElements
Gardenの上松範康と藤田淳平が手がける。この強力な布陣で描かれるTV
アニメ「BanG Dream!」の今後の展開から目が離せない！

ー STORY ー
幼い頃、星空を見上げた時に聴こえた「星の鼓動」のように、キラキラでドキドキなことをずっと探していた、香澄。
高校に入学したばかりのある日、古びた質屋の蔵で出会った「星型のギター」に初めてのときめきを感じ、
ずっと閉じ込めてきた気持ちが走りだす。
同じように、輝ける場所を探していた４人の少女とともに。
ひとりじゃ出せなかった音だって、５人ならきっと奏でられる。

絶対ここで、ライブします！
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

ＳＴＡＦＦ
原作：ISSEN
ストーリー原案：中村航
キャラクター原案：ひと和
監督：大槻敦史
シリーズ構成：綾奈ゆにこ
キャラクターデザイン：仁多マツコ
音楽プロデュース：上松範康(Elements Garden) 、藤田淳平(Elements Garden)
アニメーション制作：ISSEN×XEBEC

とやま かすみ

戸山香澄 Gt.＆Vo.
高校一年生。楽観的で前向
きな性格の持ち主。急な思
いつきで予想外の方向に
突っ走り、周囲を驚かせるこ
ともしばしば。

花園たえ

Gt.

小学生の頃からギターを始
めており、腕前はかなりのも
の。音楽が大好きで、その情
熱は人一倍。ちょっと天然な
一面も。

やまぶき さあや

うしごめ

牛込りみ

Ba.

臆病で引っ込み思案な自分
を変えたいと思っているが、
上手く行動に移せないのが
悩み。チョコレートが大好物。

いちがや

はなぞの

ありさ

市ヶ谷有咲

Key.

質店の孫娘。要領が良く、学
校の成績は優秀だが、基本
的に面倒くさがりな性格。幼
い頃にピアノを習っていたが、
途中で投げ出してしまった。

山吹沙綾 Dr.
高校に通いながら実家のパ
ン屋を手伝っている、心優し
く親孝行な少女。まだ小さい
妹と弟の面倒も見る、しっか
り者のお姉さん。

CD情報
１ｓｔシングルに続き、8.3発売の２ndシングルにもフルアニメーションミュージックビデオ収録！
既にリリースされた1st シングルCD「Yes! BanG_Dream!」Blu-ray付生産限定盤には、フルのアニメーションミュージックビデ
オが収録され、微笑ましい日常シーンや、ライブ演奏シーンなどが見事に描かれ話題となった。続く8月3日発売の2ndシン
グル「STAR BEAT!〜ホシノコドウ〜」もフルアニメーションミュージックビデオが収録されており、キャラクターたちの魅力がさ
らに詰まった映像は見ごたえ満点！TVアニメ放送前に要チェックだ!!

BanG Dream! 2nd SINGLE 「STAR

＜Blu-ray付生産限定盤＞
価格：￥2,500（本体）＋税
品番：BRMM-10045
商品タイプ：CD ＋Blu-ray

BEAT!～ホシノコドウ～」 2016.8.3 on SALE!

＜通常盤＞
定価：￥1,300（本体）＋税
品番：BRMM-10044
商品タイプ：CD

【CD収録内容】
1 STAR BEAT!〜ホシノコドウ〜
2 夏空 SUN! SUN! SEVEN!
3 STAR BEAT!〜ホシノコドウ〜 -instrumental4 夏空 SUN! SUN! SEVEN! -instrumental5 夏休みの過ごし方〜戸山香澄〜
6 夏休みの過ごし方〜花園たえ〜
7 夏休みの過ごし方〜牛込りみ〜
8 夏休みの過ごし方〜山吹沙綾〜
9 夏休みの過ごし方〜市ヶ谷有咲〜
【Blu-ray収録内容】
『STAR BEAT!〜ホシノコドウ〜』
アニメーションミュージックビデオ
【封入特典】
Poppin’Party 2ndライブ チケット先行抽選申込券
(CD1枚につき抽選券1枚)

Blu-ray付生産限定盤に収録される『STAR BEAT!〜ホシノコドウ〜』アニメーションミュージックビデオは必見！

BanG Dream! 1st SINGLE 「Yes!

＜Blu-ray付生産限定盤＞
価格：￥2,500（本体）＋税
品番：BRMM-10032
商品タイプ：CD ＋Blu-ray

BanG_Dream!」 NOW on SALE!

＜通常盤＞
定価：￥1,300（本体）＋税
品番：BRMM-10031
商品タイプ：CD

Blu-ray付生産限定盤に収録される『Yes! BanG_Dream!』
アニメーションミュージックビデオも要チェックだ！

【CD収録内容】
1 Yes! BanG_Dream!
2 ぽっぴん’しゃっふる
3 Yes! BanG_Dream! -instrumental4 ぽっぴん’しゃっふる -instrumental5 ボイストラック〜戸山香澄〜
6 ボイストラック〜花園たえ〜
7 ボイストラック〜牛込りみ〜
8 ボイストラック〜山吹沙綾〜
9 ボイストラック〜市ヶ谷有咲〜
【Blu-ray収録内容】
『Yes! BanG_Dream!』
アニメーションミュージックビデオ

イベント情報
大型ライブイベントも多数発表！「Poppin’Party」の熱いライブパフォーマンスを肌で感じるチャンス！
CDリリースに続き、「Poppin’Party」は「Animelo Summer Live 2016 刻-TOKI-」への出演や、「TOKYO DOME CITY
HALL」での2ndライブなども控えており、その勢いは加速するばかりだ。キャスト陣が実際に歌って、演奏して、見所も聞き所
も満点のライブパフォーマンス!! 早速参加して、その熱いライブを体感しよう!!

図左から西本りみ、大橋彩香、愛美、伊藤彩沙、大塚紗英

「Animelo Summer Live 2016 刻-TOKI-」8.27出演決定！
世界最大のアニソンライブイベント「アニメ
ロサマーライブ」に、バンドリ!より
Poppin'Partyの5人が出演決定！
Poppin'Partyは2日目の8月27日（土）に
出演。 是非、毎年恒例の一大フェスに
登場するPoppin’Partyの5人にご期待
ください！

イベント名：Animelo Summer Live 2016 刻-TOKI日時：2016年8/26（金）、8/27（土）、8/28（日）
各日14：00開場、16：00開演
★Poppin’Party from BanG Dream! は8/27（土）に出演！
会場：さいたまスーパーアリーナ
チケット料金：全席指定/前売￥8,700（税込・各日）

「BanG Dream! 2nd LIVE」TOKYO DOME CITY HALLにて11.13開催決定！
５人のライブパフォーマンスを堪能でき
るワンマンライブが再び開催決定!! 会
場をさらに拡大し、ますますパワーアッ
プするPoppin’Party！チケット先行抽
選申込券は2ndシングル「STAR
BEAT!〜ホシノコドウ〜」に封入されて
いるので、要チェック！

日時：2016年11月13日（日）
会場：TOKYO DOME CITY HALL
出演：Poppin’Party
戸山香澄 (CAST:愛美)、花園たえ (CAST:大塚紗英)、
牛込りみ (CAST:西本りみ) 山吹沙綾 (CAST:大橋彩香)、
市ヶ谷有咲 (CAST:伊藤彩沙)
参加方法ほか：2ndシングル「STAR BEAT! 〜ホシノコドウ〜」に 本ライブの
チケット先行抽選申込券を封入！ チケット先行販売の
お申込みは2ndシングルの発売と同時に開始予定。
詳細は後日HP等で発表します。

7.9＆7.10開催の「C3 CharaExpo 2016」にBanG Dream!が出展！！
2016年7月9・10日にSingapore
Expoで開催される 「C3 CharaExpo
2016」に「BanG Dream!」が出展！
キャストによるステージも、7月10日
10:30からEntertainment Stageにて
行われる、Bushiroad Special Stage
内「BanG Dream!」パートにて実施予
定！ 詳細は「C3 CharaExpo 2016」
公式HPをご覧ください♪

イベント名：C3 CharaExpo 2016（C3キャラエキスポ2016）
日時：2016年7月9日（土）・10日（日） 2日間
会場：Singapore Expo 第7ホール
※本イベントは海外(シンガポール)での開催となります。
※ステージイベントは、7月10日のみの実施となります。
※ステージイベントの出演は、戸山香澄（CAST：愛美）、
花園たえ（CAST：大塚紗英）、牛込りみ（CAST：西本りみ）、
市ヶ谷有咲（CAST：伊藤彩沙）での出演となります。
チケット：S$8.00（前売券）／ S$10.00（当日券）
＜「C3 CharaExpo 2016」 公式HP＞
http://chara-expo.com/stage/bangdream.html

コミックス情報
ストーリー原案に大人気小説家・中村航を迎え、多数のメディアで物語が展開！
この「BanG Dream!」のストーリー原案は、「デビクロくんの恋と魔法」「100回泣くこと」などの映像化も多数されている大人気
小説家・中村航が担当！物語はライブ自体でも紐解かれつつ、電撃G’sマガジン（KADOKAWA刊）でのイラストストーリーや、
月刊ブシロード（KADOKAWA刊）でのコミカライズ、電撃G’sコミック（KADOKAWA刊）での4コマストーリーなどで幅広く描か
れている。様々な角度から「BanG Dream!」の世界を楽しもう！

コミック版「BanG Dream!」

BanG Dream! よんこま 「ばんどりっ!」

月刊ブシロード（毎月8日発売）にて

電撃G’sコミック(毎月30日発売) にて

好評連載中！

好評連載中！

漫画：柏原麻実
原作：ISSEN
ストーリー原案：中村航

漫画：しろいはくと
原作：ISSEN
ストーリー原案：中村航

©バンドリ! プロジェクト
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ラジオ情報
メインパーソナリティの市ヶ谷有咲役の伊藤彩沙と戸山香澄役の愛美が最新情報をお届け！
「BanG Dream!」プロジェクトの最新情報や、ラジオドラマなどコンテンツ満載でお届け
するラジオ番組「BanG Dream! Radio」！メインパーソナリティのふたりの他、
「Poppin’Party」の他のメンバーもサブパーソナリティとして登場！キャスト陣のガール
ズトークもぜひご堪能下さい★

◆［ラジオ大阪］毎週日曜深夜0時～放送 http://www.obc1314.co.jp/
◆［響-HiBiki Radio Station-］毎週月曜日配信 http://hibiki-radio.jp/
この番組では、響-HiBiKi Radio Station-会員限定で聴ける「楽屋裏」コーナーを配信中！
ぜひ無料会員登録をしてお楽しみ下さい！

TCG情報
「BanG Dream!」PRカード

ヴァイスシュヴァルツ参戦決定!!
ブシロード夏の感謝キャラバンにて、

PRカードを全員にプレゼント！
【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：03-5348-0852 FAX：03-5348-0854 URL：http://bushiroad.com/ 広報担当：吉田・三宮 E-mail：press@bushiroad.com
ご紹介いただく際は、権利表記として下記の記入をお願いします。©バンドリ! プロジェクト ©BanG Dream! Project ©bushiroad All Rights Reserved.

