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9 月 23 日(水)「D4DJ プロジェクト戦略発表会」にて
D4DJ の新情報を多数発表！
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、
「D4DJ プロジェクト戦略発表会」にて、D4DJ の新情報を発表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
あげます。
────────────────────────────────────────
アニメ「D4DJ First Mix」10 月 30 日(金)より放送開始！

アニメ「D4DJ First Mix」が 10 月 30 日(金)より第 1 話を放送します。
TOKYO MX・BS 日テレにて毎週金曜 23:00～ほか、全国 30 局以上での放送が決定してお
ります。また、字幕 15 か国語、吹き替え 3 か国と、日本にとどまらず全世界に向けて配信
します。
詳細は TV アニメ「D4DJ First Mix」公式 HP をご確認ください。
https://anime.d4dj-pj.com/
────────────────────────────────────────
「D4DJ Groovy Mix」
10 月 18 日から 10 月 24 日までオープン β を実施！

「D4DJ Groovy Mix」は、10 月 18 日から 10 月 24 日までオープンβを実施いたします。
10 月 18 日には 50 曲公開予定で、オープンβ期間中に毎日楽曲を追加していく予定です。
オープンβ版では課金以外のすべての機能が遊べる予定です。
また、オープンβスペシャルログインボーナスとして、カバー楽曲と交換できるアイテムを
毎日プレゼントします。オープンβのプレイデータは本番へ引き継がれますので、オープン
β中にスタートダッシュの準備が可能です。
────────────────────────────────────────
6 ユニット 6 局でユニット毎ラジオ番組の放送が決定

10 月 1 日(木)より、6 ユニット 6 局でユニット毎ラジオ番組の放送が決定しました。
D4DJ presents Happy Around!のぐるぐる RADIO TIME!!
放送局：TOKYO FM
放送日時：2020 年 10 月 3 日(土)より毎週土曜 26:00～26:30
番組 MC：Happy Around!（愛本りんく役 西尾夕香／明石真秀役 各務華梨／大鳴門むに役
三村遙佳／渡月麗役 志崎樺音）
D4DJ presents Peaky P-key の最頂点 Mix
放送局：TBS ラジオ
放送日時：2020 年 10 月 1 日(木)より毎週木曜 21:30～22:00
番組 MC：Peaky P-key（山手響子役 愛美／犬寄しのぶ役 高木美佑／笹子・ジェニファー・
由香役 小泉萌香／清水絵空役 倉知玲鳳）
D4DJ pressents Photon Maiden の Universe
放送局：bayfm
放送日時：2020 年 10 月 3 日(土)より毎週土曜 23:00～23:27
番組 MC：Photon Maiden（出雲咲姫役 紡木吏佐／新島衣舞紀役 前島亜美／花巻乙和役 岩
田陽葵／福島ノア役 佐藤日向）
D4DJ presents Merm4id の RADIO BIG W4VE!!!!

放送局：NACK5
放送日時：2020 年 10 月 3 日(土)より毎週土曜 21:00～21:30
番組 MC：Merm4id（瀬戸リカ役 平嶋夏海／水島茉莉花役 岡田夢以／日高さおり役 葉月
ひまり／松山ダリア役 根岸愛）
D4DJ presents 燐舞曲の「今宵、海を見つめて」
放送局：Fm yokohama
放送日時：2020 年 10 月 3 日(土)より毎週土曜 22:00～22:30
番組 MC：燐舞曲（青柳椿役 加藤里保菜／月見山渚役 大塚紗英／矢野緋彩役 もものはる
な／三宅葵依役 つんこ）
D4DJ presents Lyrical Lily のリリリのリ♪
放送局：ニッポン放送
放送日時：2020 年 10 月 5 日(月) より毎週月曜 20:30～21:00
番組 MC：Lyrical Lily（桜田美夢役 反田葉月／春日春奈役 進藤あまね／白鳥胡桃役 深川
瑠華／竹下みいこ役 渡瀬結月）
────────────────────────────────────────
D4DJ プロジェクト新キャスト発表！

D4DJ プロジェクトの新キャストを発表致しました。
6 ユニットが目指す夢のステージ【D4 FES.】に縁のあるバックアップメンバーとして、天野

愛莉(あまの あいり)役 水樹奈々さん、小舟柳人(こふね りゅうじん)役 古谷 徹さんをはじめ
とした豪華なキャストが登場します。

＜男性キャスト＞
小舟柳人（こふね りゅうじん）役：古谷 徹さん
犬寄傳之丞（いぬよせ でんのじょう）役：竹中直人さん
三橋 空（みつはし くう）役：DAIGO さん
海原ハルキ（かいばら はるき）役：吉田尚記さん
＜女性キャスト＞
天野愛莉（あまの あいり）役：水樹奈々さん
姫神紗乃（ひめがみ しゃの）役：レイチェルさん
嘉瀬茉奈（かせ まな）役：小宮有紗さん
高尾灯佳（たかお とうか）役：梅村妃奈子さん
────────────────────────────────────────
■「D4DJ Groovy Mix」概要
100曲以上の世代を超えた名曲から最新の話題曲のリミックスカバーで新感覚リズムゲー
ムをプレイ♪
複数の好きな曲を繋いで遊べるメドレーモードであなたもDJ気分を楽しもう！
キャラクターの新たな魅力が楽しめるゲームオリジナルストーリーや豊富なカードイラス
トにも注目！先行プレイ版アプリ「D4DJ Groovy Mix D4U Edition」も配信中！
正式版は2020年10月25日開始予定！
D4DJ Groovy Mixサイト：https://d4dj.bushimo.jp/
D4DJ Groovy Mix公式Twitter：https://twitter.com/D4DJ_gm
D4DJ公式Instagram：https://www.instagram.com/d4dj_official/
D4DJ公式YouTubeチャンネル：
https://www.youtube.com/channel/UCNWWdKniJyzQA3RiJ5LMoVw
「D4DJ Groovy Mix D4U Edition」ストアページ（スマートフォン用）
：
https://app.adjust.com/3sqxw8p?engagement_type=fallback_click&fallback=https%3A%2F
%2Fd4dj.bushimo.jp%2F
■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Instagraｍ：https://www.instagram.com/d4dj_official/
D4DJ公式YouTubeチャンネル：
https://www.youtube.com/channel/UCNWWdKniJyzQA3RiJ5LMoVw
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