2020 年 4 月 13 日（月）
株式会社ブシロード
報道関係各位
★PRESS RELEASE★

ボーイズバンドプロジェクト「ARGONAVIS from BanG Dream!」
5 つのバンドが出演するスペシャルライブ「ライブ・ロワイヤル・フェス」開催決定
-Twitter トレンド獲得の TV アニメも各サイトで好評配信中！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、
“BanG Dream!”発のボーイズバンドプロジェクト「ARGONAVIS from BanG Dream!」
作中の 5 つのバンドが集合するライブ「ライブ・ロワイヤル・フェス」の開催を決定したことをお知らせいたしま
す。
さらに、アプリゲーム「アルゴナビス from BanG Dream! AAside」のリズムゲームプレイ動画など、その
他の情報も解禁しています。
詳細は、下記をご覧ください。
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。
■スペシャルライブ「ライブ・ロワイヤル・フェス」開催決定！

ボーイズバンドプロジェクト「ARGONAVIS from BanG Dream!」作中の 5 つのバンド、

「Argonavis」「GYROAXIA」「Fantôme Iris」「風神 RIZING！」「εpsilonΦ」が出演するライブ
「ライブ・ロワイヤル・フェス」の開催が決定いたしました。詳細は続報をお待ちください。
■スマートフォン向けリズム＆アドベンチャーゲーム「アルゴナビス from BanG Dream! AAside」
リズムゲームのプレイ動画を公開！

スマートフォン向けリズム＆アドベンチャーゲーム「アルゴナビス from BanG Dream! AAside」リズムゲ
ームのプレイ動画を YouTube にて公開しました。
※開発中の画面であり、正式リリース時とは異なります。
【動画 URL】
https://youtu.be/7Dqa_Iw03WA
AAside / Argonavis
作詞：中村航
作曲：渡辺拓也
編曲：渡辺拓也
■TV アニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」毎週金曜深夜 1:25～ 全国ネットで放送
中！ 第 1 話放送時には Twitter トレンドを獲得

TV アニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」を、
毎週金曜 深夜 1:25～ MBS/TBS 系全国 28 局ネット”スーパーアニメイズム”枠にて放送しています。
4 月 10 日（金）の第 1 話放送時には Twitter トレンド 5 位を獲得しました。
TV アニメのストーリーの主軸となる 2 つのバンド「Argonavis」と「GYROAXIA」に加え、
「Fantôme Iris」「風神 RIZING！」「εpsilonΦ」も今後放送予定のエピソードに登場します。
毎週のアニメ本編放送直前には、アニメ直前生放送「アルゴナイト 深夜練習中！」を
YouTubeLIVE 及び Periscope にて放送予定。
さらにアニメ放送後には、公式 Twitter（@ARGONAVIS_info）にて、
アニメ本編の裏話や幕間のストーリーを届けるボイスドラマを掲載します。
詳細は公式 Twitter 及び公式 HP をご覧ください。
◆各サイトでアニメ第 1 話配信中！◆
【見逃し配信】毎週放送翌日 土曜日 12:00 配信
TVer：https://tver.jp/corner/f0049591
MBS 動画イズム：https://dizm.mbs.jp/title/?program=argo-bdp&episode=1
GYAO!：
https://gyao.yahoo.co.jp/title/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B4%E3%83
%8A%E3%83%93%E3%82%B9%20from%20BanG%20Dream%21/5e8c36959ff6-4903-81a8-ffc528f68fdd
【配信サイト】
U-NEXT/ ア ニ メ 放 題 /d ア ニ メ ス ト ア / ビ デ オ マ ー ケ ッ ト /DMM.com/COCORO
VIDEO/Music.jp/GYAO!ストア/ひかり TV
※「U-NEXT」「アニメ放題」「d アニメストア」では、キャラクターを演じるキャストが実際に演奏するライブ
『Argonavis 2nd LIVE 「VOICE-星空の下の約束-」』も配信中

■GYROAXIA 1st Single「SCATTER」2020 年 6 月 10 日（水）発売決定！

Argonavis 2nd LIVE で衝撃のデビューを遂げた GYROAXIA が満を持して放つ 1st シングル。
表題曲の「SCATTER」は 4 月より放送開始の TV アニメ『アルゴナビス from BanG Dream!』の
GYROAXIA Ver. OP テーマで、ハードなリフが生み出す重厚なサウンドが GYROAXIA を体現していま
す。
作詞に SHiNNOSUKE(ROOKiEZ is PUNK'D/S.T.U.W)、
作曲・編曲に UZ（SPYAIR/S.T.U.W）を迎えた本格ロックナンバーと他２曲を収録。
Blu-ray 付生産限定盤には、アニメ『アルゴナビス from BanG Dream!』オープニング「SCATTER」ノ
ンクレジット Ver.と同じくエンディング「LIAR」ノンクレジット Ver.のほか、2019 年 12 月 5 日に実施され
た Argonavis 2nd LIVE にて GYROAXIA が披露した「MANIFESTO」「現状ディストラクション」
LIVE 映像を収録。
『GYROAXIA の音楽』を存分に味わえる内容となっています。
[CD]
01.SCATTER
作詞：SHiNNOSUKE（ROOKiEZ is PUNK’D/S.T.U.W)
作曲：UZ（SPYAIR/S.T.U.W）
編曲：UZ（SPYAIR/S.T.U.W）
02.REVOLUTION
作詞：ASH DA HERO
作曲：ASH DA HERO

編曲：ASH DA HERO,山本恭平（Arte Refact）
03.LIAR
作詞：ASH DA HERO
作曲：ASH DA HERO
編曲：ASH DA HERO
04.ボイスドラマ「頂点への選択」
[Blu-ray Disc]
・アニメ『アルゴナビス from BanG Dream!』オープニング映像「SCATTER」ノンクレジット Ver.
・アニメ『アルゴナビス from BanG Dream!』エンディング映像「LIAR」ノンクレジット Ver.
・Argonavis 2nd LIVE GYROAXIA「MANIFESTO」「現状ディストラクション」LIVE 映像
【初回生産分限定封入特典】
フィルム風カード１枚（全１０種）
法人別特典など詳細はこちら：https://argo-bdp.com/music/post-1447/

■GYROAXIA の物語 「ARGONAVIS from BanG Dream! 目醒めの王者」詳細公開

GYROAXIA の物語を描く小説「ARGONAVIS from BanG Dream! 目醒めの王者」が、
6 月 4 日（木）に株式会社集英社より発売されます。
Argonavis のライバルとなる彼らの結成秘話から、
TV アニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」第 1 話までのストーリーが明らかに。

カバーは小説だけの描き下ろし仕様です。
＜あらすじ＞
札幌で快進撃を続ける GYROAXIA のもとに、⼤⼿レコード会社との契約話が舞い込む。
しかし、その契約にあたりレコード会社が提⽰した条件は「あるバンド」の音楽性を真似ることだった。
その条件を聞くや否や、突然激怒する那由多！
⼀旦契約の話は⽩紙となり、メンバーとも衝突！
さらに、那由多はバンド活動に関わる重要な秘密を隠していて…。
■書誌情報
『ARGONAVIS from BanG Dream! 目醒めの王者』
発売日：6 月 4 日（木）
原作：ブシロード
小説：華南恋
定価：本体 1,200 円+税
体裁：B6 判
ISBN：978-4-08-703496-7
発⾏：株式会社 集英社

■「アルゴナビス from BanG Dream! アニメ放映記念全店フェア in アニメイト」 特典詳細

「アルゴナビス from BanG Dream!アニメ放映記念全店フェア in アニメイト」特典詳細を公開いたしま
した。

「アルゴナビス from BanG Dream! アニメ放映記念全店フェア in アニメイト」は、
全国アニメイト・全世界店舗・アニメイト通販にて対象商品をご購入・ご予約いただくとオリジナルの特典
が貰えるフェアです。
4 月 28 日から 5 月 24 日までのフェア開催期間中に、
『アルゴナビス from BanG Dream!』のグッズ・書籍をご購入・ご予約内金 5,000 円毎、
または、CD・DVD・Blu-ray をご購入・ご予約（内金 5,000 円以上必須）1 本毎に、
【オリジナルボイスドラマ CD（全 5 種）】をランダムで 1 枚プレゼントします。
また、今回のフェアに合わせて、『アルゴナビス from BanG Dream!』の新作グッズも多数登場します。
詳細は ARGONAVIS from BanG Dream!及びアニメイトの公式 HP をご覧ください。

■「ARGONAVIS from BanG Dream!」バンド紹介
【Argonavis】

函館の⼤学に通う 5 名で結成されたバンド「Argonavis（アルゴナビス）」。
天性のボーカリスト蓮を中心に、熱血⾏動派のリーダー結人、慎重丁寧な航海、
クールな万能人凛生、明るくしっかり者の万浬が家族のように支え合う。
運命という追い風を受け、船は順風満帆！目指すあのステージへ針路、宜候（ヨーソロ）！
Vo.七星 蓮（CV.伊藤昌弘）
Gt.五稜結人（CV.日向⼤輔）
Ba.的場航海（CV.前田誠二）
Key.桔梗凛生（CV.森嶋秀太）

Dr.⽩石万浬（CV.橋本祥平）
【GYROAXIA】

孤高のボーカリスト那由多の元に集った、実力主義のバンド「GYROAXIA（ジャイロアクシア）」。
圧倒的頂点の那由多を、冷静沈着なリーダー賢汰、頑固で真面目な礼音、
自称宇宙からやってきた男・涼、ストイック色男の深幸が支えている。
この声こそが必然、この音こそが真理！聞け、そしてひれ伏せ！
絶対的強者 GYROAXIA が今ここに君臨する！
Vo.旭 那由多（CV.小笠原 仁）
Gt.里塚賢汰（CV.橋本真⼀）
Gt.美園礼音（CV.真野拓実）
Ba.曙 涼（CV.秋谷啓斗）
Dr.界川深幸（CV.宮内告典）
【Fantôme Iris】

全員が社会人で構成されているヴィジュアル系バンド「Fantôme Iris（ファントムイリス）」。
──FELIX はすべてのヴァンパイアを統べる王。付き従うは、怜悧な王の右腕・LIGHT、
残虐非道の申し子・ZACK。苛烈な夜の女王・HARU、黙する聖職者・D──
……という設定で、僕たち頑張っております。
月が奏でる百年の音楽、夜が歌う千年の調べ。さあ、銀の百合咲き乱れし我らの王国へようこそ。
Vo.フェリクス・ルイ＝クロード・モンドール（CV.ランズベリー・アーサー）
Gt.黒川 燈（CV.和田将弥）
Gt.洲崎 遵（CV.福山潤）
Ba.御劔虎春（CV.代永翼）
Dr.楠 ⼤門（CV.鮎川太陽）
【風神 RIZING！】

長崎からやってきた元気印のスカバンド「風神 RIZING！（フウジンライジング！）」
ボーカル風太は皆の太陽。クール天然ボケの極み⼤和。皆を見守る優しい…？兄貴分絋平。
泣き虫で世話焼きのあおい、愚直なヤンキー岬。フウライはいつだって仲良し。そう、いつだって。
元気なかならおい達んとこへ来んね！騒いで叫んで笑って飛べ！風神 RIZING！ここに参上！
Vo.&Sax.神ノ島風太（CV.中島ヨシキ）
Gt.椿 ⼤和（CV.金子 誠）
Ba.早坂絋平（CV.阿部 敦）
Tb.若草あおい（CV.酒井広⼤）
Dr.五島 岬（CV.吉野裕⾏）
【εpsilonΦ】

ライブ・ロワイヤル・フェス最年少を頂く中高生テクノポップバンド
「εpsilonΦ（イプシロンファイ）」。
悪意を撒き散らす御曹司・紫夕が率いるのは、実力確かな恐るべき子供たち。
弟への憎悪に苦しむ遥、兄に歪んだ愛情を向ける奏、
紫夕に付き従いながらも復讐に燃える玲司、「人間」を見つめる唯臣。
アンバランスな指先が奏でる世界は極楽/極悪/極彩色。弄ばれる覚悟は…よろしおすか？
Vo.宇治川紫夕（CV.榊原優希）
Gt.&Vo.二条 遥（CV.梶原岳人）
Ba.二条 奏（CV.市川太⼀）
Syn.鞍馬唯臣（CV.峰岸 佳）
Dr.烏丸玲司（CV.立花慎之介）

=========================================================
■「ARGONAVIS from BanG Dream!（アルゴナビス フロム バンドリ！）」とは
様々なメディアミックスを展開する“BanG Dream!（バンドリ！）”発のボーイズバンドプロジェクト。
キャラクターを演じる声優自身も「Argonavis（アルゴナビス）」「GYROAXIA（ジャイロアクシア）」とし
て生演奏のライブを中心に精力的に活動中。
2020 年 4 月にテレビアニメ化、2020 年後半にはアプリゲームの配信を予定している。
【ARGONAVIS from BanG Dream! プロジェクト PV】
https://youtu.be/pwl4xRDmabM
■TV アニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」
毎週金曜 深夜 1:25～ MBS/TBS 系全国 28 局ネット”スーパーアニメイズム”枠にて放送中
【あらすじ】
北海道、函館。
ヨーロッパと日本文化が融合した、華やかな建物が並ぶ街――
函館の⼤学生・七星 蓮は、幼い頃に見たライブステージの熱狂を忘れられないまま毎日を孤独に過ごし
ていた。
そんなある日、バンドメンバーを探す二人組、熱血⾏動派な結人と慎重丁寧な航海に出会う。
そこにクールな天才凛生、しっかり者のムードメーカー万浬も加わって、バンド「Argonavis」を結成した。
もがき、ぶつかりあいながらバンド活動をする彼らだが、あるとき札幌で活躍するバンド「GYROAXIA」と邂
逅し……。
運命という追い風を受け、Argonavis は輝く⼤ステージへと船を漕ぎ出していく。

【キャスト】
七星 蓮：伊藤昌弘
五稜結人：日向⼤輔
的場航海：前田誠二
桔梗凛生：森嶋秀太
⽩石万浬：橋本祥平
旭 那由多：小笠原 仁
里塚賢汰：橋本真⼀
美園礼音：真野拓実

曙 涼：秋谷啓斗
界川深幸：宮内告典
八甲田健三：宮内敦士
摩周慎太郎：佐藤拓也
【スタッフ】
原作：ブシロード
監督：錦織 博
シリーズ構成・脚本：毛利亘宏
メインキャラクター原案：三好 輝
ストーリー原案：中村 航
音楽：高橋 諒
アニメーション制作：サンジゲン
製作：ARGONAVIS project.
【OP 映像】https://youtu.be/UyMplaC2wZg

■アプリゲーム「アルゴナビス from BanG Dream! AAside（アルゴナビス フロム バンドリ！ ダ
ブルエーサイド）」
“BanG Dream!（バンドリ！）”発のボーイズバンドプロジェクト「ARGONAVIS from BanG
Dream!」の世界観を軸に展開する、スマートフォン向けリズム＆アドベンチャーゲーム。
2020 年春放送予定のアニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」のその後を描くストーリーで、全国
各地のアマチュアバンドが「ライブ・ロワイヤル・フェス」で頂点を決める。
リズムゲームパートでは、オリジナル楽曲はもちろん、有名アニメソングやポップミュージックのカバー楽曲も多
数収録予定。
現在、公式 Twitter（@AAside_INFO）や、公式サイトからのメールによる事前登録を受付中。
【スタッフ】
メインキャラクター原案：三好 輝
シナリオ原案・監修：毛利亘宏
原作・企画：株式会社ブシロード
開発・運営・企画：株式会社ディー・エヌ・エー
【ストーリー】

日本全国のアマチュアバンドの頂点を決める「ライブ・ロワイヤル・フェス」。
この街、東京を舞台に
バンドに賭ける青年たちの、熱い生き様ときらめき溢れる
新しいバンドストーリーが今、はじまる――！

ARGONAVIS プロジェクト公式サイト：https://argo-bdp.com/
ARGONAVIS プロジェクト公式 Twitter：https://twitter.com/ARGONAVIS_info
アニメ公式サイト「アルゴナビス from BanG Dream! ANIMATION」：
https://anime.argo-bdp.com
アプリゲーム「アルゴナビス from BanG Dream! AAside」公式サイト：
https://aaside.bushimo.jp
アプリゲーム「アルゴナビス from BanG Dream! AAside」公式 Twitter：
https://twitter.com/AAside_INFO
YouTube「ARGONAVIS ch.」：
https://www.youtube.com/channel/UCc7Uz7Juj6VlihelzCWoMnQ
公式ラジオ番組「Argonavis ラジオライン」：
https://hibiki-radio.jp/description/argonavis/detail
※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。
【 ©ARGONAVIS project. ©DeNA Co., Ltd. All rights reserved. ©bushiroad All
Rights Reserved. 】
【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/
E-mail：press@bushiroad.com
担当：岡田

