2020 年 11 月 30 日（月）
株式会社ブシロード
報道関係各位
★PRESS RELEASE★

アプリ「アルゴナビス from BanG Dream! AAside」2021 年 1 月リリース決定
-TV アニメの再放送も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、
株式会社ディー・エヌ・エー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼 CEO：守安 功、以下、
DeNA）と共同で企画する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」の 2021 年 1 月リリースが決定したことをお知らせいたします。
さらに、2020 年 4 月より放送した TV アニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」の再放送も発表い
たしました。
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。

■「アルゴナビス from BanG Dream! AAside」2021 年 1 月リリース
2021 年初春リリース予定の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」（アルゴナビス フロム バンドリ！ ダブルエーサイド 以下、ダブエス）のリリースが、
2021 年 1 月に決定いたしました。
ダブエスは、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。
TV 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」で頂点を決めます。
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
数収録予定です。
【事前登録】
■App Store
https://apps.apple.com/jp/app/id1488895702
■Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dena.a12026696
※プラットフォーム事前登録に記載されているリリース予定日は変更になる可能性がございます。詳細につ
いては、後日発表いたします。
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
アプリゲーム「アルゴナビス from BanG Dream! AAside」公式 LINE：
https://line.me/R/ti/p/%40377ezvpq
YouTube「ARGONAVIS ch.」：
https://www.youtube.com/channel/UCc7Uz7Juj6VlihelzCWoMnQ
■TV アニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」MBS・TOKYO-MX ほかで再放送決定
また、2020 年 4 月放送の TV アニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」の再放送が決定しました。
TV アニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」では、「ダブエス」の物語に繋がる Argonavis と
GYROAXIA の軌跡を 3D アニメーションで描きます。
さらに、再放送にあたって新たな要素も追加される予定です。
【再放送スケジュール】

毎日放送(MBS) 1 月 5 日(火) 27:00
TOKYO MX 1 月 9 日(土) 22:00
ＢＳ日テレ 1 月 9 日(土) 24:00
北海道テレビ放送(HTB) 1 月 9 日(土) 25:00
北陸朝日放送(HAB) 1 月 9 日(土) 26:30
宮城テレビ放送 1 月 10 日(日)25:30
長崎文化放送(ncc) 1 月 12 日(火) 25:18
岡山放送(OHK) 1 月 13 日(水) 25:15
テレビ愛知(TVA) 1 月 13 日(水) 26:35
新潟テレビ 21(UX) 1 月 14 日(木) 25:55
RKB 毎日放送(RKB) 1 月 15 日(金) 25:55
SBS テレビ 深夜枠にて放送予定

■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。
TV 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 YouTube チャンネル、公式 LINE、ストア、公式サイト
からのメールによる事前登録を受付中。
https://aaside.bushimo.jp
App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1488895702
Google Play：
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dena.a12026696

【OP ムービー】https://youtu.be/ZX3ToD5pnzk
【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】
次世代のスターを見つけるため、アマチュアバンドの頂点を決めるフェス。
優勝すれば世界への切符が約束される。
しかし、敗退したバンドは２度と世界を目指すことはできないーー
出場するのは、世界への憧れと覚悟を胸に
全国から集まった 5 つのバンド。
バンドをサポートするローディである“あなた”は、
この街、東京で人生一度きりのチャンスを勝ち取らんとする彼らを支え、ともに戦う。
それぞれの青春を懸け「選択」を迫られる青年たち。
願いと挫折、そして運命が絡み合う群像劇が始まる。
◆TV アニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」
【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.
=========================================================
■「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。
2021 年 1 月にはアプリゲームの配信を予定している。
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
TV アニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」公式サイト：
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
※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

