2020 年 9 月 18 日(金)
株式会社ブシロード
報道関係各位

◆◆情報解禁日時：2020 年 9 月 18 日 17 時◆◆
★PRESS RELEASE★
明日 9 月 19 日より開催の「ブシロードゲーム祭り」の配信情報がついに全て公開！
怒涛のオンライン生配信のみならず、
オフラインでは池袋「ミクサライブ東京」にて物販や展示も実施！
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、9 月 19 日(土)から 9 月 30 日(水)の 12 日間開催
される「ブシロードゲーム祭り」の配信情報が全て公開されました事、ならびに池袋「ミクサライブ東京」における物販や展示情報も公開されま
した事をご報告致します。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。

◆怒涛の生配信ラッシュの全情報が公開！ブシロードのスマホアプリから TCG まで大集合の生配信を毎日楽しめ
る！

「カードファイト!! ヴァンガード」、「ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル」、「ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル
ALL STARS」「戦姫絶唱シンフォギア XD UNLIMITED」の配信情報を本日公開し、遂に期間中のコンテンツ配信の
全情報が公開となりました。

▼期間中のコンテンツ配信スケジュール
◆9 月 19 日(土)
13:00～ 【ヴァイスシュヴァルツ】わかおゆのレッツ！ヴァイスシュヴァルツ!!～ブシロードゲーム祭り出張版～
19:00～ 【アルゴナビス】ブシロードゲーム祭り アルゴナビス生放送第 1 弾 野球盤 勝負がつくまで帰れません！
19:30～ 【アサルトリリィ】アサルトリリィ

ラジオガーデン出張版

◆9 月 20 日(日)
20:00～ 【バンドリ！】バンドリ！ ガールズバンドパーティ！@ハロハピ CiRCLE 放送局 第 39 回
21:00～ 【バンドリ！】「BanG Dream! 8th☆LIVE」夏の野外 3DAYS DAY1 特別配信【有料配信】
◆9 月 21 日(月・祝)
14:50～ 【ヴァイスシュヴァルツ】WGP2020 日本選手権 ヴァイスシュヴァルツ 地区大会 決勝戦 実況
16:00～ 【ロストディケイド】ロストディケイド RADIO アウロラ通信～出張版～ブシロードゲーム祭りスッペシャル！
21:00～ 【バンドリ！】「BanG Dream! 8th☆LIVE」夏の野外 3DAYS DAY2 特別配信【有料配信】
◆9 月 22 日(火・祝)
12:00～ 【声優事務所響】ヒビキファンクラブ生放送
20:00～ 【少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-】スタリライブ配信中
21:00～ 【バンドリ！】「BanG Dream! 8th☆LIVE」夏の野外 3DAYS DAY3 特別配信【有料配信】
◆9 月 23 日(水)
13:00～ 【D4DJ】D4DJ 戦略発表会
17:00～ 【カードファイト!! ヴァンガード】どこヴァン！秋の大運動会
20:00～ 【新テニスの王子様 RisingBeat】テニラビ ch 出張版
◆9 月 24 日(木)
12:30～ 【アサルトリリィ】アサルトリリィプロジェクト発表会
17:30～ 【戦姫絶唱シンフォギア XD UNLIMITED】スペシャルステージ in ブシロードゲーム祭り
20:00～ 【Re バース for you】Re バース×ホロライブ トライアルデッキ発売前日スペシャル生配信
20:30～ 【アルゴナビス】Fantôme Iris S-SOL -histoire des vampires21:00～ 【アサルトリリィ】アサルトリリィ放送局（木）～夏吉＆岩田のラムネで乾杯
Fantôme Iris S-SOL -histoire des vampires- 終了後～ 【アルゴナビス(AAside)】アルゴナビス from BanG
Dream! AAside ナビストリーム Vol.1
22:00～ 【バンドリ！】バンドリ！TV LIVE 2020 #34 ブシロードゲーム祭りスペシャル
◆9 月 25 日(金)
13:00～ 【新プロジェクト】ブシロード新プロジェクト発表会

20:00～ 【バンドリ！】「ゆめゆめグラデーション」発売直前企画 Pastel＊Palettes 特別生配信
21:00～ 【D4DJ】D4DJ Groovy Mix リリースぴったり１か月前発表会 -キャラクター情報てんこ盛りスペシャル
◆9 月 26 日(土)
14:00～ 【クレヨンしんちゃん ちょ～嵐を呼ぶ 炎のカスカベランナー‼ Z】スペシャル生配信
◆9 月 27 日(日)
12:00～ 【カードファイト!! ヴァンガード】バミューダ△カップ 2020 実況生配信
13:00～ 【グリザイア クロノスリベリオン】グリザイアクロノスリベリオンを 100 倍楽しむための番組
◆9 月 28 日(月)
23:00～ 【アルゴナビス】Bar Navigate
◆9 月 30 日(水)
12:00～ 【劇団飛行船】制作発表会
19:30～ 【アサルトリリィ】「アサルトリリィ BOUQUET」 放送直前 SP 配信
▼コンテンツ配信の詳細はこちら
https://bushiroad.com/game_festival_stage

◆ホロライブの VTuber が MC の響声優と共にブシロードのスマートフォン向けゲームや TCG を実況プレイ！「ブ
シロードゲーム祭り」の生配信企画として 12 日連続生配信！

コンテンツ配信に加えて、ホロライブの VTube が MC の響声優と共にブシロードのスマートフォン向けゲームや TCG を実
況プレイする生配信を 12 日連続で実施！
「12 日連続!! ブシロードゲーム情報局」と銘打ち、毎日生配信でお届けします。
■9 月 19 日(土) 12 日連続!! ブシロードゲーム情報局【1 日目】 『D4DJ Groovy Mix』

（左から）常闇トワ 、西尾 夕香
【概

要】 10 月 25 日に本リリース予定、DJ をテーマにしたスマートフォン向けリズムゲーム『グルミク』！今回は、その先
行プレイ版『グルミク D4U Edition』をプレイします。

【日 時】 9 月 19 日(土) 17:45～18:30
【出演者】 常闇トワ(ゲスト・実況者) 西尾 夕香(MC・プレイヤー)

■9 月 20 日(日)

12 日連続!! ブシロードゲーム情報局【2 日目】 『アルゴナビス from BanG Dream!

AAside』 『新テニスの王子様 RisingBeat』

(左から) 影山シエン、伊藤 昌弘
【概 要】 2021 年初春リリース予定の『ダブエス』と「新テニスの王子様」のリズムゲーム『テニラビ』をプレイします。
【日 時】 9 月 20 日(日) 19:00～20:00
【出演者】 影山シエン(ゲスト・実況者) 伊藤 昌弘(MC・プレイヤー)
■9 月 21 日(月・祝) 12 日連続!! ブシロードゲーム情報局【3 日目】 『アサルトリリィ Last Bullet』

（左から）荒咬オウガ、紡木 吏佐
【概

要】 事前登録受付中「アサルトリリィプロジェクト」発のスマートフォン向けゲームアプリ『ラスバレ』を世界最速でプレ

イします。
【日 時】 9 月 21 日(月・祝) 19:00～19:30
【出演者】 荒咬オウガ(ゲスト・実況者) 紡木 吏佐(MC・プレイヤー)

■9 月 22 日(火・祝) 12 日連続!! ブシロードゲーム情報局【4 日目】 『ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル』

（左から）天音かなた、西本 りみ
【概 要】 7 周年を迎えた大人気リズムアクションゲーム『スクフェス』をプレイします。
【日 時】 9 月 22 日(火・祝) 19:00～19:30
【出演者】 天音かなた(ゲスト・実況者) 西本 りみ(MC・プレイヤー)
■9 月 23 日(水)

12 日連続!! ブシロードゲーム情報局【5 日目】 『クレヨンしんちゃん ちょ～嵐を呼ぶ 炎のカスカ

ベランナー!! Ｚ』

（左から）癒月ちょこ、真野 拓実
【概 要】 テレビアニメ「クレヨンしんちゃん」を題材にしたランゲーム『カスカベランナーZ（ゼット）』を紹介します。
【日 時】 9 月 23 日(水) 19:00～19:30
【出演者】 癒月ちょこ(ゲスト・実況者)

真野 拓実(MC・プレイヤー)

■9 月 24 日(木) 12 日連続!! ブシロードゲーム情報局【6 日目】 『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-』

（左から）アキ・ローゼンタール、伊藤彩沙
【概

要】 新作劇場版も決定している「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」のレヴュー＆ アドベンチャーRPG『スタリラ』を
プレイします。

【日 時】 9 月 24 日(木) 18:30～19:00
【出演者】 アキ・ローゼンタール(ゲスト・実況者)

伊藤彩沙(MC・プレイヤー)

■9 月 25 日(金) 12 日連続!! ブシロードゲーム情報局【7 日目】 『ロストディケイド』

（左から）アルランディス、森嶋 秀太
【概 要】 豪華声優陣が出演する超大作ファンタジーRPG『ロスディケ』をプレイします。
【日 時】 9 月 25 日(金) 19:00～19:30
【出演者】 アルランディス(ゲスト・実況者)

森嶋 秀太(MC・プレイヤー)

■9 月 26 日(土) 12 日連続!! ブシロードゲーム情報局【8 日目】 『Re バース for you』

（左から）夜空メル、進藤 あまね、西尾 夕香
【概 要】 今年発売されたコラボカードゲーム『Re バース』をプレイします。
【日 時】 9 月 26 日(土) 19:00～19:30
【出演者】 夜空メル(ゲスト・実況者)
■9 月 27 日(日)

進藤 あまね(MC・プレイヤー)

西尾 夕香(MC・プレイヤー)

12 日連続!! ブシロードゲーム情報局【9 日目】 『カードファイト!! ヴァンガード』『ヴァンガード

ZERO』

（左から）星街すいせい、前田 誠二
【概 要】 大人気 TCG『カードファイト‼ ヴァンガード』とカードゲームアプリ『ヴァンガード ZERO』をプレイします。
【日 時】 9 月 27 日(日) 19:00～20:00
【出演者】 星街すいせい(ゲスト・実況者)

前田 誠二(MC・プレイヤー)

■9 月 28 日(月) 12 日連続!! ブシロードゲーム情報局【10 日目】 『ヴァイスシュヴァルツ』

（左から）夕刻ロベル、美波 わかな
【概 要】 キャラクターカードゲーム『ヴァイスシュヴァルツ』を松井五段を招いてプレイします。
【日 時】 9 月 28 日(月) 19:00～19:30
【出演者】 夕刻ロベル(ゲスト・実況者)
■9 月 29 日(火)

美波 わかな(MC・プレイヤー)

12 日連続!! ブシロードゲーム情報局【11 日目】 『ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル

ALL STARS』

（左から）夏色まつり、佐々木 未来
【概 要】 最強で最高のアイドルゲーム「スクスタ」をプレイします。
【日 時】 9 月 29 日(火) 19:00～19:30
【出演者】 夏色まつり(ゲスト・実況者)

佐々木 未来(MC・プレイヤー)

■9 月 30 日(水) 12 日連続!! ブシロードゲーム情報局【12 日目】 『バンドリ！ ガールズバンドパーティ！』

（左から）ロボ子さん、相羽 あいな
【概 要】 「BanG Dream!（バンドリ！）」の大人気リズム＆ アドベンチャーゲーム『ガルパ』をプレイします。
【日 時】 9 月 30 日(水) 21:00～21:45
【出演者】 ロボ子さん(ゲスト・実況者)

相羽 あいな(MC・プレイヤー)

◆オフラインでもゲーム祭り！池袋ミクサライブ東京と秋葉原の一部対象店舗では必見の展示を実施します。

「バンドリ！」より「BanG Dream! 8th☆LIVE」夏の野外 3DAYS にて出演者が着用した衣装の展示が決定！

「カードファイト!! ヴァンガード」からは 10 周年を記念したパネル等が登場！一緒に写真も撮影可能です。
その他様々な展示が目白押し！詳細な情報は展示ページよりチェック！
▼展示詳細はこちら
https://bushiroad.com/game_festival_exh#exh_studiomixa

◆池袋ミクサライブ東京へのアクセス

東京都豊島区東池袋 1-14-3
「池袋駅」東口方面 35 番出口より徒歩約 4 分
▼道案内動画はこちら
https://twitter.com/bushi_PR/status/1306824659640266752

◆ブシロードゲーム祭りとは
オンラインでは怒涛の連日 YouTube 配信、オフラインでは StoreMixa でのグッズ販売や対象会場での展示などを実
施します。スマートフォン向けアプリも TCG（トレーディングカードゲーム）も大集合するお祭り騒ぎ！
お家で、会場で、ぜひご参加下さい！
◆関連リンク
・ブシロードゲーム祭り公式サイト
https://bushiroad.com/game_festival
・ブシロード公式サイト
https://bushiroad.com/
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