■PRESS RELEASE ：2016.12.09（金）

「BanG Dream!」プロジェクト発表会開催！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、2016年12月07日（水）
池袋サンシャインシティ噴水広場にて「BanG Dream!」プロジェクト発表会を開催し、新情報を解禁いたしました。
また、Poppin’Partyミニライブも行い大盛況にて終了いたしました事をご報告いたします。
皆様におかれましては是非誌面・Web記事等で本内容をお取り扱いいただければ幸いに存じます。

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷
高明）は、2016年12月08日（木）池袋サンシャインシティ噴水広場に
て「BanG Dream!」プロジェクト発表会を開催し、新情報を解禁いたしま
した。
また、Poppin’Partyミニライブも開催し大盛況
左から三森すずこ（牛込ゆり 役）、西本りみ(牛込りみ 役)、大橋彩香(山吹沙綾 役)、愛美
(戸山香澄 役)、伊藤彩沙(市ヶ谷有咲 役)、大塚紗英(花園たえ 役)、工藤晴香（氷川紗
夜 役)、桜川めぐ（宇田川あこ役）、相羽あいな（湊友希那 役)、明坂聡美（白金燐子
役）、遠藤ゆりか（今井リサ 役)、佐倉綾音（美竹蘭 役）、前島亜美（丸山彩 役）、
伊藤美来（弦巻こころ 役）

★約2000人のお客様にご来場いただきました★
1

キャラクターとリアルライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト

TVアニメ2017年1月21日よりAbemaTV独占先行配信＆TOKYO MX他にて放送開始！
最新PV映像公開！
さらに、4週連続スペシャル番組放送決定＆TVアニメ主題歌シングル発売発表！

© BanG Dream! Project

アニメーションミュージックビデオ・コミック・楽曲リリース、ライブなど、様々なメディアミックスを展開中の次
世代ガールズバンドプロジェクト「BanG Dream!」（バンドリ！）！そのプロジェクト発表会が12月7日（水）池袋の
サンシャインシティ噴水広場にて開催され、TVアニメの放送情報詳細がいよいよ解禁!! 2017年1月21日よ
りAbemaTVにて独占先行配信＆TOKYO MX他にて随時放送スタート!! TVアニメの期待がさらに高まる本編
映像を使用したPV映像も公開。 さらに、放送前まではこのプロジェクトの魅力をググッと紹介するスペシャル
番組を4週連続で放送決定!! メインキャストの戸山香澄役・愛美、花園たえ役・大塚紗英、牛込りみ役・西本
りみ、山吹沙綾役・大橋彩香、市ヶ谷有咲役・伊藤彩沙がリアルで結成している作中と同じガールズバンド、
「Poppin‘Party」のスタジオライブも番組内で放送予定だ。

また、解禁となった最新PV映像では、早くもTVアニメのOPテーマ「ときめきエクスペリエンス！」の音源を使
用！ 疾走感あるれる物語の始まりにふさわしい楽曲にも注目だ。 ED主題歌情報も発表となり、OPテーマ「と
きめきエクスペリエンス！」は4thシングルとして2月1日に、EDテーマ「キラキラだとか夢だとか ～Sing Girls
～」は5thシングルとして2月15日に発売決定！ 豪華な追加キャスト情報や、ゲーム、グッズの新情報も続々
と発表となり、ますます勢いを増す「BanG Dream!」から目が離せない!!
TVアニメ公式サイト http://bang-dream.com/

オフィシャルTwitter @bang_dream_info

TVアニメ放送情報
2017年1月21日よりAbemaTV独占先行配信＆TV放送開始！
AbemaTV
TOKYO MX
サンテレビ
KBS京都
AT-X
TOKYO MX
テレビ愛知
テレ玉
BS11
BSフジ
tvk(テレビ神奈川）
ミヤギテレビ

1月21日より
1月21日より
1月21日より
1月21日より
1月21日より
1月22日より
1月22日より
1月23日より
1月23日より
1月24日より
1月25日より
1月27日より

土曜22:00～
土曜22:30～
土曜22:30～
土曜22:30～
土曜22:30～
日曜11:00～
日曜25:05～
月曜24:30～
月曜26:00～
火曜24:30～
水曜25:00～
金曜26:30～
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原作:ISSEN
製作総指揮:木谷高明
ストーリー原案:中村航
監督:大槻敦史
シリーズ構成:綾奈ゆにこ
キャラクター原案:ひと和
キャラクターデザイン:仁多マツコ
美術監督:Scott MacDonald
色彩設計：小島真喜子
撮影監督：魚山真志
編集：新見元希
音響監督:亀山俊樹
音楽プロデューサー:上松範康,藤田淳平
音楽:Elements Garden
OPテーマ 「ときめきエクスペリエンス！」
Poppin’Party

戸山香澄:愛美
花園たえ:大塚紗英
牛込りみ:西本りみ
山吹沙綾:大橋彩香
市ヶ谷有咲:伊藤彩沙
都築詩船:小山茉美
真次璃々子:儀武ゆう子
戸山明日香：尾崎由香
牛込ゆり:三森すずこ

作詞：中村航 作曲：上松範康 (Elements Garden)
編曲：藤間仁 (Elements Garden)

EDテーマ 「キラキラだとか夢だとか ～Sing Girls～」
Poppin’Party
作詞：中村航 作曲・編曲：藤永龍太郎 (Elements Garden)

アニメーション制作:ISSEN × XEBEC
製作:ブシロード,オーバーラップ,ブシロードミュージック,
オー・エル・エム,TOKYO MX,
グッドスマイルカンパニー,ホリプロ

最新ＰＶ映像公開中！
Youtube「バンドリちゃんねる☆」で検索！
【アドレス】https://www.youtube.com/channel/UCN-bFIdJM0gQlgX7h6LKcZA

追加キャスト＆設定情報公開
都築詩船

真次璃々子

CV.小山茉美

CV.儀武ゆう子
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スペシャル番組 「バンドリ！ 特ＢａｎＧ!」 4週連続放送決定！
1週目!

※番組内容や放送日時は、予告なく変更になる場合もございます。予めご了承下さい。

「バンドリ！」特BanG!～X'mas PARTY～

プロジェクト発表会の模様をお届け！

出演：Poppin’Party
(愛美(戸山香澄 役)、大塚紗英(花園たえ 役)、西本りみ(牛込りみ 役)、大橋彩香(山吹沙綾 役)、伊藤彩沙
(市ヶ谷有咲 役))
放送日時：AbemaTV 新作TVアニメチャンネルにて独占放送！
１２月２４日（土）２２時００分～２２時３０分
チャンネルURL：
https://abema.tv/now-on-air/new-anime

2週目!

「バンドリ！」特BanG!～New Year PARTY～

4月に開催された1stライブの
模様をお届け！

出演：Poppin’Party
(愛美(戸山香澄 役)、大塚紗英(花園たえ 役)、西本りみ(牛込りみ 役)、大橋彩香(山吹沙綾 役)、伊藤彩沙
(市ヶ谷有咲 役))
放送日時：
1月1日（日）TOKYO MX日曜21:00～ AbemaTV日曜25:00～
※13Hのブシロード特番の中で、上記日時はバンドリ特番の開始時間です。

3週目! 「バンドリ！」特BanG!～七草PARTY～

11月に開催された2ndライブの

模様をお届け！
出演：Poppin’Party
(愛美(戸山香澄 役)、大塚紗英(花園たえ 役)、西本りみ(牛込りみ 役)、大橋彩香(山吹沙綾 役)、
伊藤彩沙(市ヶ谷有咲 役))
放送日時：
AbemaTV 1月7日 土曜22:00～ TOKYO MX 1月7日 土曜22:30～（再放送1月8日 日曜11:00～）
サンテレビ 1月7日 土曜22:30～
KBS京都
1月7日 土曜22:30～
ＡＴ-X
１月7日 土曜22:30～ テレビ愛知 1月8日 日曜25:05～
テレ玉
1月9日 月曜24:30～ BS11
1月9日 月曜26:00～
BSフジ
1月10日 火曜24:30～ tvk
1月11日 水曜25:00～

4週目! 「バンドリ！」特BanG!～Count Down PARTY～

作品とリンクするキャスト陣の魅力に迫る
番組をお届け！

出演：Poppin’Party
(愛美(戸山香澄 役)、大塚紗英(花園たえ 役)、西本りみ(牛込りみ 役)、大橋彩香(山吹沙綾 役)、
伊藤彩沙(市ヶ谷有咲 役))
放送日時：
AbemaTV 1月14日 土曜22:00～ TOKYO MX 1月14日 土曜22:30～（再放送1月15日 日曜11:00～）
サンテレビ 1月14日 土曜22:30～
KBS京都
1月14日 土曜22:30～
ＡＴ-X
１月14日 土曜22:30～ テレビ愛知 1月15日 日曜25:05～
テレ玉
1月16日 月曜24:30～ BS11
1月16日 月曜26:00～
BSフジ
1月17日 火曜24:30～
tvk
1月18日 水曜25:00～
ミヤギテレビ1月20日 金曜26:30～

OP・ED テーマ曲発売決定！
OPテーマ 4th Single「ときめきエクスペリエンス！」2月1日発売！
作詞：中村航 作曲：上松範康 (Elements Garden) 編曲：藤間 仁 (Elements Garden)
EDテーマ 5th Single「キラキラだとか夢だとか ～Sing Girls～」2月15日発売！
作詞：中村 航 作曲・編曲：藤永龍太郎 (Elements Garden)

グッドスマイルカンパニーから「Poppin' Party」の5人がねんどろいど化決定！
このイラストをもとにした「Poppin’Party」の
ねんどろいどが発売決定！
詳細は後日発表予定！発売をお楽しみに★

「BanG Dream!」スマートフォン向けゲーム
「バンドリ！ガールズバンドパーティー！」2017年春配信決定！
3バンドのボーカルキャスト情報解禁！

Vo.&Gt.

Vo.&Gt.

Vo.&Gt.

美竹 蘭
CV.佐倉 綾音

丸山 彩
CV.前島 亜美

弦巻 こころ
CV.伊藤 美来

©BanG Dream! Project © Craft Egg Inc. © bushiroad All Rights Reserved.

「バンドリ！」のスマートフォン向けゲーム「バンドリ！ガールズバンドパーティー！」が2017年春配信決定！略称は「ガ
ルパ」！ゲームはアドベンチャーゲームパートとリズムゲームパートの2部構成！ライブで聴いた「Poppin’Party」のオリ
ジナル楽曲はもちろん、ゲームオリジナルの楽曲やカバー曲も楽しめる！最大5人のリアルタイム協力プレイもできる
ので、友達との絆も深まること間違いなし！
そんな注目のゲームに登場する新キャラクターのキャスト情報が一部解禁！幼馴染5人で結成されたガールズバン
ド「Afterglow」Vo.&Gt.担当の美竹 蘭を演じるのは佐倉綾音！ 芸能事務所所属の5人から結成されたアイドルバン
ド「Pastel＊Palettes」 Vo.&Gt.担当の丸山 彩を演じるのは前島 亜美！ 『世界を笑顔にする！』という意思の下結成
された、ポップなバンド「ハロー、ハッピーワールド！」 Vo.&Gt.担当の弦巻 こころを演じるのは伊藤 美来！ 超豪華
キャストの参加が決まり更に注目を集める中、12月8日より公式Twitterにて毎日１人ずつキャスト情報を公開してい
くキャンペーンの開催が決定！毎日キャスト直筆サイン色紙も抽選でプレゼント！早速「ガルパ」の公式Twitterをフォ
ローしてチェックしよう！

バンドリ！ガールズバンドパーティー！公式Twitter ＠bang_dream_gbp

とは・・・

キャラクターとキャストがLIVEでLINKする新感覚ライブエンターテインメント！！

LINK!

「BanG Dream!」は雑誌・月刊ブシロードにて連載スタート。その後、2015年に声優・愛美
がギター＆ボーカルを担当するバンドを結成し、戸山香澄としてその物語を追いかけて行くこ
とを発表した。いくつかのライブを経て、ベース担当として牛込りみ役・西本りみ、キーボード担
当として市ヶ谷有咲役・伊藤彩沙、リードギター担当として花園たえ役・大塚紗英、ドラム担
当として山吹沙綾役・大橋彩香が順次加入。この5名によって、物語の中に登場するガール
ズバンド「Poppin’Party」が結成され、作品の世界観そのままに実際に楽器の演奏をしながら
ライブパフォーマンスを行う前代未聞のプロジェクトを形作っていく。ライブは徐々に規模を拡
大し、2016年4月にメンバー全員揃って行われた品川ステラボールでの1stライブ「BanG
Dream! First☆LIVE Sprin’PARTY 2016!」は満員御礼の大盛況となった。その後、ナゴヤア
ニソンフェス2016in名古屋城で野外フェスへの参加も果たし、ついに世界最大規模のアニソ
ンライブイベント「Animelo Summer Live 2016 刻-TOKI-」へも出演。着実にファンを増やし
ながら、2016.11.13には「BanG Dream! Second☆LIVE Starrin’ PARTY 2016!」を
TOKYO DOME CITY HALLにて開催。
今後も、TVアニメ化を2017年1月に控え、さらに2017年春にはアプリゲーム「バンドリ！ガー
ルズバンドパーティ」のリリースも予定されており、プロジェクトの規模をますます広げている。

BanG Dream! 3rd SINGLE 走り始めたばかりのキミに/ティアドロップス Now on SALE!

☆オリコンデイリーCDシングルランキング８位を記録☆
人気急上昇中のバンドリ！待望の3rdシングルは、ライブでも人気の高い2曲の両A面リリース！
メンバー全員がボーカルを務める人気楽曲「走り始めたばかりのキミに」、クールなロックチューン「ティアドロップス」を収
録！ともに上松 範康(Elements Garden)プロデュース。 本作もボイスコンテンツとして、各キャラクターのトークを収録！
Blu-ray付生産限定盤には、2016年4月24日開催の「BanG Dream! First☆LIVE Sprin’PARTY 2016!」ライブBDがついて
くる！初回封入特典として「BanG Dream! 3rd LIVE チケット最速先行抽選申込券」付！
更に、ライブ映像のエンディング・スタッフロールには「走り始めたばかりのキミに」アニメーション映像を使用！

通常盤
品番：BRMM-10056
定価：
￥1,300（本体）＋税
商品タイプ：
CD

Blu-ray付生産限定盤
品番：BRMM-10055
価格：
￥3,500（本体）＋税
商品タイプ：
CD ＋Blu-ray

「走り始めたばかりの
キミに」アニメーション
ミュージックビデオの
視聴動画を
YouTube公式チャン
ネル「バンドリちゃん
ねる☆」で公開中！
https://www.youtub
e.com/watch?v=nakt
UDBaHuw
【CD収録内容】

【Blu-ray収録内容】

1.走り始めたばかりのキミに
2.ティアドロップス
3.走り始めたばかりのキミに -instrumental4.ティアドロップス -instrumental5.ボイストラック3～戸山香澄～
6.ボイストラック3～花園たえ～
7.ボイストラック3～牛込りみ～
8.ボイストラック3～山吹沙綾～
9.ボイストラック3～市ヶ谷有咲～

・「BanG Dream! First☆LIVE Sprin’PARTY 2016!」（2016/4/24 東京・品川ステラボール）ライブ映像
・アニメーション ノンテロップ映像（「走り始めたばかりのキミに」）
※ライブ映像のエンディング・スタッフロール（アニメーション映像）のノンテロップ版です。

初回封入特典 BanG Dream! 3rd LIVE チケット最速先行抽選申込券
◇受付期間◇2016.12.6（火）12：00～12.11（日）23：59

EVENT情報
「バンドリ！3rdシングルCD発売記念イベント」
大阪・名古屋にて2016.12.17＆12.18開催決定！
BanG Dream! 3rdシングルCD「走り始めたばかりのキミに／ティアドロップス」の発売を記念して、キャストによるリ
リースイベントを開催いたします。ぜひ遊びに来てください！

会場・日時・場所：2016年12月17日（土）
◇大阪市内・某所◇【開場】14:00【開演】14:30
◇名古屋市内・某所◇【開場】19:00【開演】19:30
2016年12月18日（日）
◇名古屋市内・某所◇【開場】12:00【開演】12:30
◇大阪市内・某所◇【開場】17:00【開演】17:30
※参加方法等の詳細は、公式HPにて発表いたします。続報をお待ちください。

BanG Dream! 3rd LIVE
TOKYO DOME CITY HALLにて2017.2.5開催決定！
「BanG Dream! 3rd LIVE」TOKYO DOME CITY HALLにて2017.2.5開催決定！早くも次の単独ライブが決定した
Poppin’Partyから目が離せません！アニメ放送期間中の単独ライブ、お見逃し無く！チケット先行抽選申込券は
3rdシングル「走り始めたばかりのキミに/ティアドロップス」に封入されているので、要チェック！

日時：2017年2月5日（日）
会場：TOKYO DOME CITY HALL
出演：Poppin’Party
戸山香澄 (CAST:愛美)、花園たえ (CAST:大塚紗英)、牛込りみ (CAST:西本りみ) 、
山吹沙綾 (CAST:大橋彩香)、市ヶ谷有咲 (CAST:伊藤彩沙)
参加方法ほか：3rdシングル「走り始めたばかりのキミに/ティアドロップス」に 本ライブの
チケット先行抽選申込券を初回製造分のみに封入！
＜申込期間 Coming Soon＞

「ブシロード設立10周年ライブ in 横浜アリーナ（仮）」
Poppin’Party出演決定！2017.4.30開催！
来年4月30日に開催される「ブシロード設立10周年ライブ in 横浜アリーナ（仮）」 にPoppin’Party出演決定！
またまた新たな舞台で繰り広げるPoppin’Partyのステージをぜひ見に来てください！
さらに、このイベント開催を記念した特別番組の放送が決定しました！TOKYO MXにて二夜連続放送予定！
イベント前の予習復習としてぜひこちらもお楽しみください★
皆さんのご来場をお待ちしております！

「ブシロード設立10周年ライブ in 横浜アリーナ（仮）」
日時： 2017年4月30日
会場：横浜アリーナ
出演： ミルキィホームズ、Poppin’Party ほか
参加方法ほか：
詳細は後日発表予定！お楽しみに！！

ブシロード設立10周年ライブ in 横浜アリーナ（仮） 開催記念特番
TOKYO MXにて放送決定
放送日時：2016年12月3日(土) 19:00～20:00 4日(日) 20:00～20:55

コミックス＆ノベルス情報
コミック版「BanG Dream!」

BanG Dream! よんこま 「ばんどりっ!」

月刊ブシロード（毎月8日発売）にて

電撃G’sコミック(毎月30日発売) にて

好評連載中！

好評連載中！

漫画：柏原麻実
原作：ISSEN
ストーリー原案：中村航

漫画：しろいはくと
原作：ISSEN
ストーリー原案：中村航

コミックス1巻
12/17発売！

コミックス1巻
12/17発売！
©バンドリ! プロジェクト

©バンドリ! プロジェクト

B6 小説単行本 「BanG Dream!バンドリ」

好評発売中！
＜あらすじ＞
大好きだった歌をバカにされてから、自分表出せなくしまった引っ込み思案な高
校1年生・戸山香澄。憂鬱な日々を過ごす彼女が運命に導かれ、 ギターや仲間
たちと出会い、音楽（キズナ）を紡いでいく！

ⓒバンドリ! プロジェクト

著：中村航 イラスト：ひと和
定価：本体1,300円＋税 本体：1,300円＋税

グッズ情報
ヴァイスシュヴァルツ トライアルデッキ「BanG Dream!」2017年2月15日（水）発売！
【商品情報】
カード50枚入り構築済みデッキ 希望小売価格：1,500円＋税
クイックマニュアル・デッキ解説書・プレイマット同梱

★Poppin’Partyメンバー5人の箔押しキャラクターサインカードを封入！
全5種 トライアルデッキ1個に必ず1種1枚がランダムで封入されています。

★出演声優の豪華箔押しサインカードをランダムで封入！
戸山香澄役：愛美さん

ラジオ情報
メインパーソナリティの戸山香澄役・愛美＆市ヶ谷有咲役・伊藤彩沙が最新情報をお届け！
「BanG Dream!」プロジェクトの最新情報や、ラジオドラマなどコンテンツ満載でお
届けするラジオ番組「【タイトル】バンドリ！ポッピンラジオ！」！メインパーソナリ
ティのふたりの他、「Poppin’Party」の他のメンバーもサブパーソナリティとして登
場！キャスト陣のガールズトークもぜひご堪能下さい★

【出演】 メインパーソナリティ：愛美、伊藤彩沙 サブパーソナリティ：西本りみ、大塚紗英、大橋彩香
◆［ラジオ大阪］毎週日曜日 24時～24時30分 http://www.obc1314.co.jp/
◆［響-HiBiki Radio Station-］毎週月曜日配信 http://hibiki-radio.jp/
この番組では、響-HiBiKi Radio Station-会員限定で聴ける「楽屋裏」コーナーを配信中！ぜひ無料会員登録をしてお楽しみ下さい！
【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 担当：三宮・目﨑
TEL：03-5348-0852FAX：03-5348-0854URL：http://bushiroad.com/E-mail：press@bushiroad.com

