２０１９年 6 月 6 日
株式会社ブシロード
報道関係各位
■PRESS RELEASE■
D4DJ 発の DJ ユニット、「Happy Around!」と「Peaky P-key」の８人のキャラ名を公開︕
スペシャル生放送記念として番組出演者のサイン色紙が当たる Twitter キャンペーンも開催︕
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 6
月 5 日に YouTubeLIVE にて放送した「D4DJ スペシャル生放送 -STAY TUNE!- #2」の番組内に
て D4DJ 発の２つの DJ ユニット「Happy Around!」（ハッピーアラウンド︕）と、「Peaky P-key」
（ピーキーピーキー）の８人のキャラクターの名前を発表しました。
また、番組の放送を記念して、番組出演者のサイン色紙が抽選で３名に当たる Twitter キャンペーンも
スタートいたしました。
さらに、本日より 7 月 20 日(土)・７月 21 日(日) に幕張メッセ 国際展示場１ホールにて開催
「D4DJ 1st LIVE」のチケット一般発売が開始となりました。
報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。

① D4DJ 発の２つの DJ ユニット、
「Happy Around!」と、「Peaky P-key」の８人のキャラクターの名前を公開︕
ブシロードによる DJ をテーマにしたメディアミックスプロジェクト「D4DJ」（ディーフォーディージェー）は、
D4DJ 発の２つの DJ ユニット、「Happy Around!」（ハッピーアラウンド︕）と、「Peaky P-key」（ピ
ーキーピーキー）の８人のキャラクター名を 6 月 5 日(水)放送の「D4DJ スペシャル生放送 -STAY
TUNE!- #２」内にて発表いたしました。
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「Happy Around!」と、「Peaky P-key」の今後にぜひご期待ください︕
②「D4DJ スペシャル生放送 -STAY TUNE!- #2」放送記念︕
番組出演者のサイン色紙が抽選で３名に当たるフォロー＆RT キャンペーン開催︕

６月 5 日(水)に YouTubeLIVE に「D4DJ スペシャル生放送 -STAY TUNE!- #2」を放送したこと
を記念して、番組出演者のサイン色紙が抽選で３名に当たるフォロー＆RT キャンペーンを 6 月 5 日
(水)番組終了後より D４DJ 公式 Twitter にてスタートいたしました︕
キャンペーン期間中に D4DJTwitter 公式アカウント(@D4DJ_pj)をフォローの上、対象のツイートを
RT していただいた方の中から抽選で 3 名様に、大塚紗英さん、西尾夕香さん、平嶋夏海さん、根岸愛
さん、もものはるなさん、各務華梨さんの寄せ書きサイン色紙をプレゼントいたします︕
■キャンペーン概要
＜応募方法＞
① TwitterにてD4DJ公式アカウント（https://twitter.com/D4DJ_pj）をフォロー
② 応募対象ツイート(https://twitter.com/D4DJ_pj/status/1128933127965904896)を
RT
キャンペーン期間：5月22日(木)23:59まで
＜プレゼント賞品詳細＞
「D4DJスペシャル生放送 -STAY TUNE!- #12」出演者寄せ書きサイン色紙×３名
サイン記入キャスト：大塚紗英さん、西尾夕香さん、平嶋夏海さん、根岸愛さん、もものはるなさん、各
務華梨さん

※当選者の方へはTwitterのDMにより賞品受取方法をご連絡いたします。非公開設定のアカウントは
応募対象となりません。
その他応募に関する詳細はD4DJ公式サイト(https://d4dj-pj.com/news/20190605/post20)をご確認ください。
『D4DJ スペシャル生放送 -STAY TUNE!-

#2』アーカイブ公開中︕

6 月 5 日に YouTubeLIVE にて放送された『D4DJ スペシャル生放送 -STAY TUNE!- #2』のアー
カイブを YouTube の D4DJ チャンネルにて公開中です︕

D4DJ 1st LIVE 出演者の大塚紗英さん、西尾夕香さん、平嶋夏海さん、根岸愛さん、もものはるな
さん、各務華梨さんによる楽しいトークはもちろん、新情報の発表など必見の内容をぜひご覧ください︕
番組名︓D4DJ スペシャル生放送 -STAY TUNE!- #2
出演︓
メイン MC︓大塚紗英
アシスタント MC︓西尾夕香
出演者︓平嶋夏海、根岸愛、もものはるな、各務華梨
放送チャンネル︓YouTube D4DJ チャンネル
番組ページ︓https://youtu.be/UHtp_vlwV2M
■「ブシロード DJ LIVE vol.2」概要
2019 年 4 月５日（金）新木場 STUDIO COAST にて開催
【ライブ出演者】
出演者
愛美、岩田陽葵、大塚紗英、加藤里保菜、倉知玲鳳、小原莉子、志崎樺音、紡木吏佐、夏芽、前
島亜美、三村遙佳、もものはるな、Raychell（50 音順）
ゲスト
平野綾、吉田尚記
④ 7 月 20 日(土)＆21 日(日)幕張メッセにて開催「D4DJ 1st LIVE」一般発売スタート︕
DAY1 のステージ上にてキャラクターとキャストを発表予定!!

2019年7月20日(土)・７月21日(日) に幕張メッセ 国際展示場１ホールにて開催の「D4DJ 1st
LIVE」のチケット一般発売が本日よりスタートしました！
DAY1となる7月20日(土)は、ステージ上でD4DJのキャラクターとキャストを発表予定！
キャラクターの声優を担当するのは「D4DJ 1st LIVE」の出演者(※ゲストは除く)がそれぞれ担当いたし
ます。誰が、どのキャラクターを演じるかは、ライブ会場での発表をぜひお楽しみに！
このほか、DAY1は「BanG Dream! Argonavis 1.5th LIVE」が、DAY2は「RAISE A SUILEN
「Heaven and Earth」特別追加公演 UNSTOPPABLE LIVE」がそれぞれ合同開催の各日二部
構成！ この夏大注目のイベントをぜひお見逃しなく！
・「D4DJ 1st LIVE」チケット一般発売情報
受付期間：2019年6月6日(木)10:00～
チケット申込ページ：https://l-tike.com/d4dj/
＜公演概要＞
公演名：
D4DJ 1st LIVE
Day1：+Argonavis
Day2︓+RAISE A SUILEN
公演内容︓
Day1:
第一部 BanG Dream! Argonavis 1.5th LIVE
第二部 D4DJ 1st LIVE -Day1Day2:
第一部 D4DJ 1st LIVE -Day2第二部 RAISE A SUILEN「Heaven and Earth」特別追加公演UNSTOPPABLE LIVE
開催日時︓
Day1︓2019年7月20日(土) OPEN 16:00 START 17:00
Day2︓2019年7月21日(日) OPEN 15:00 START 16:00
※Day2公演におきまして、開場・開演時間を当初ご案内しておりました時間から変更させて頂きます。
ご迷惑おかけしますが、ご来場の際はお間違えなきようお願い申し上げます。
会場︓幕張メッセ 国際展示場1ホール
価格︓各日8,000円(税込)

※スタンディングではなく、全席指定となります。ご確認の上、ご応募ください。
出演者（順不同）︓
【Day1】
第一部
Argonavis＜伊藤昌弘(Vo.)、日向大輔(Gt.)、前田誠二(Ba.)、森嶋秀太(Key.)、橋本祥平
(Dr.)＞
第二部
愛美、前島亜美、大塚紗英、高木美佑、加藤里保菜、紡木吏佐、岩田陽葵、つんこ、平嶋夏海、倉
知玲鳳、根岸愛、三村遙佳、岡田夢以、もものはるな、西尾夕香、葉月ひまり、各務華梨
＜GUEST＞
小原莉子、Raychell、夏芽
【Day2】
第一部
愛美、佐藤日向、高木美佑、加藤里保菜、小泉萌香、つんこ、三村遙佳、もものはるな 葉月ひまり、
各務華梨and more…
第二部
RAISE A SUILEN＜Raychell(Ba.&Vo.)、小原莉子(Gt.)、夏芽(Dr.)、倉知玲鳳(Key.)、紡木
吏佐(DJ)＞
■プロジェクト概要
「D4DJ」（ディーフォーディージェー）は「BanG Dream!（バンドリ︕）」、「少女☆歌劇 レヴュースタァ
ライト」に続く、ブシロードによる「DJ」をテーマにした新たなメディアミックスプロジェクトです。
DJライブ×アニメ×ゲームで全く新しいDJの世界をお届けします︕
世代を超えた名曲の再生(リミックス)はもちろん、新たなオリジナル曲も展開してまいります。ぜひ「D4DJ」
（ディーフォーディージェー）の今後にご期待ください︕
D4DJ公式サイト︓https://d4dj-pj.com/
D4DJ公式Twitter︓https://twitter.com/D4DJ_pj
D4DJ公式YouTubeチャンネル︓
https://www.youtube.com/channel/UCNWWdKniJyzQA3RiJ5LMoVw?reload=9
※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。
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