2021 年 9 月 10 日(金)
株式会社ブシロード

報道関係各位

スマホ向けゲームアプリ「ディーサイドトロイメライ」
【事前登録 25 万人突破記念！3 日連続フォロー＆RT キャンペーン】を開催！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：橋本義賢、以下ブシロード）は、現在事前登録
受付中のスマートフォン向けゲームアプリ「ディーサイドトロイメライ」が事前登録者数 25 万人を突破したことを記念して、
3 日連続フォロー＆RT キャンペーンを開催することをお知らせいたします。
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、お願い申し上げます。
スマホ向けゲームアプリ「ディーサイドトロイメライ」
【事前登録 25 万人突破記念！3 日連続フォロー＆RT キャンペーン】の開催が決定！

現在事前登録受付中のスマートフォン向けゲームアプリ「ディーサイドトロイメライ」の事前登録者数が 25 万人を突破し
ました！
突破を記念して、ディーサイドトロイメライ公式 Twitter にて 3 日連続フォロー＆RT キャンペーンを開催いたします。

■スマホ向けゲームアプリ「ディーサイドトロイメライ」
【事前登録 25 万人突破記念！3 日連続フォロー＆RT キャンペーン】概要
・開催日程
1 日目：9 月 10 日(金)21:00～9 月 11 日(土)20:59
2 日目：9 月 11 日(土)21:00～9 月 12 日(日)20:59
3 日目：9 月 12 日(日)21:00～9 月 13 日(月)20:59
・景品（3 日間合計）
選べるサイン色紙：3 名様
アクリルスタンド：9 名様
Amazon ギフト券 5,000 円分：12 名様
Amazon ギフト券 100 円分：1,476 名様
・参加方法
ディーサイドトロイメライ公式 Twitter（@dctm_pj）をフォロー＆キャンペーン対象投稿をリツイートで、その場で抽選
結果がわかるキャンペーンです。
※選べるサイン色紙のキャストは下記から 1 名をお選びいただけます。
菅沼久義(古堅 蘭堂役)、神谷浩史(大寝屋 周一役)、相羽あいな(七瀬 茉莉亜役)、杉田智和(栄多 凌久役)、
相沢 舞(宇佐美 花菜役)、三上枝織(戸増 まろん役)、小林ゆう(範野 樹理役)、高野麻里佳(伊吹咲 愛莉役)、
伊藤彩沙(毛利 玲菜役)、井上麻里奈(湊 亞希役)
※アクリルスタンドは全 18 キャラからランダムで 1 体をプレゼントします。

スマホ向けゲームアプリ「ディーサイドトロイメライ」事前登録キャンペーン実施中！

スマートフォン向けゲームアプリ「ディーサイドトロイメライ」は現在事前登録キャンペーンを実施中です。
事前登録キャンペーンは、最大で★4 アストラルレコード確定ガチャチケット 1 枚+ガチャ 10 回分のクリスタルがもらえるキ
ャンペーンとなっております。皆様の事前登録をお待ちしております！
■事前登録達成報酬
5 万人達成：星辰邂逅(ガチャ)3 回分のクリスタル 【達成】
10 万人達成：星辰邂逅(ガチャ)5 回分のクリスタル 【達成】
20 万人達成：星辰邂逅(ガチャ)10 回分のクリスタル 【達成】
30 万人達成：★4 アストラルレコード確定ガチャチケット 1 枚＋蘭堂リアルジャケット
■事前登録はコチラから
・App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1568688524
・Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sumzap.pj0012
・公式 Twitter：https://twitter.com/dctm_pj
・公式 YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCQMWhyCMrOyrMwqttgT6oeQ
・公式 LINE：https://lin.ee/dUGjNZu

────────────────────────────────────────
【TV アニメ「D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION」概要】

■あらすじ
舞台は渋谷。
小学生の頃、優しく憧れの存在だった兄。その謎の死を目撃した龍平は、
今や周囲にはその悪夢を感じさせない快活な高校生になっていた。
キックボクシングに明け暮れる或る日、不思議な生物トリスに噛まれた夜、いつもとは違う夢を見る。
巷で噂のドロップが闇を飛び交う中、歪んだ欲望と対峙する。
彼がその先に見るものとは—
■STAFF
原作：サムザップ ドリコム ブシロード
監督：今 義和
アドバイザー：森川 滋
シリーズ構成：大野木 寛
キャラクターデザイン原案：ブラストレイン
音楽：田中公平
劇伴制作：イマジン
音響監督：亀山俊樹
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
アニメーション制作：サンジゲン
■CAST
織田 龍平：阿座上洋平
毛利 玲菜：伊藤彩沙
伊吹咲 愛莉：高野麻里佳
伏辺 或斗：堀江 瞬
ジェシカ・クレイボーン：悠木 碧
トリス：もものはるな
古堅 蘭堂：菅沼久義
天海 える：佐倉 薫
村瀬 良判：松岡禎丞
織田 純平：陶山章央
and more
■主題歌
＜OP＞
獣の理

東京事変
作詞：椎名林檎
作曲：亀田誠治
編曲：東京事変
＜ED＞
BLACK LOTUS
D4DJ 燐舞曲
作詞：eMPIRE SOUND SYSTeMS
作編曲：Sho from MY FIRST STORY
Strings：Sakuzyo
■放送情報
・7 月 10 日(土)より放送開始
TOKYO MX

22:30-23:00

ＢＳ日テレ

24:30-25:00

サンテレビ

22:30-23:00

KBS 京都

23:30-24:00

・7 月 11 日(日)より放送開始
テレビ愛知

25:05-25:35

北陸朝日放送

25:30-26:00

・7 月 12 日(月)より放送開始
長野朝日放送

25:20-25:50

北海道テレビ放送 25:20-25:50
・7 月 13 日(火)より放送開始
静岡放送

25:25-25:55

瀬戸内海放送

25:30-26:00

東日本放送

25:31-26:01 ※初回のみ火曜日、2 話以降毎週木曜日放送

AT-X

22:00-22:30

・7 月 14 日(水)より放送開始
長崎文化放送

25:18-25:48

新潟テレビ 21

25:45-26:15 ※初回のみ水曜日、2 話以降毎週木曜日放送

・7 月 16 日(金)より放送開始
RKB 毎日放送

25:55-26:25

・7 月 20 日(火)より放送開始
テレビ新広島
■配信情報

26:00-26:30

・ABEMA
・Amazon Prime Video
・d アニメストア
・FOD
・GYAO!
・J:COM オンデマンド
・milplus
・U-NEXT
・アニメ放題
にて 2021 年 7 月 10 日(土)23:00 より順次配信スタート
※配信開始日はサービスによって変動する場合がございます。
■放送・配信情報詳細：https://dctm-pj.com/onair/
■アニメ公式 HP：https://dctm-pj.com/
────────────────────────────────────────
＜プロジェクト概要＞

■プロジェクトタイトル
「D_CIDE TRAUMEREI（ディーサイドトロイメライ）」
■スタッフ
原作：サムザップ、ドリコム、ブシロード
キャラクター原案：くっか
ストーリー＆キャラクターコンセプト設計：里見 直
テーマソングアーティスト：東京事変

■D_CIDE TRAUMEREI PROJECT テーマソング
「獣の理」
作詞：椎名林檎 作曲：亀田誠治 編曲：東京事変
プロジェクト紹介 PV：https://youtu.be/vuuuE8i10bs
本年リリース予定のスマートフォン向けゲームアプリ内では、テーマソング「獣の理」に加え、東京事変の佳曲の中から、「群
青日和」「キラーチューン」「透明人間」「閃光少女」「空が鳴っている」「落日」「修羅場」を使用。本ゲームのドラマチックな
シーンを盛り上げます。
■キャスト
古堅 蘭堂役：菅沼久義
大寝屋 周一役：神谷浩史
橙田 ありや役：紡木吏佐
天海 える役：佐倉 薫
七瀬 茉莉亜役：相羽あいな
三浦 無弦役：中村悠一
宇佐美 花菜役：相沢 舞
戸増 まろん役：三上枝織
範野 樹理役：小林ゆう
猿場 瑛士役：中井和哉
針尾 凛役：美波わかな
柵頼 葉月役：大空直美
栄多 凌久役：杉田智和
織田 龍平役：阿座上洋平
毛利 玲菜役：伊藤彩沙
伊吹咲 愛莉役：高野麻里佳
ジェシカ・クレイボーン役：悠木 碧
伏辺 或斗役：堀江 瞬
湊 亞希役：井上麻里奈
トリス役：もものはるな
■ゲーム公式 HP

：https://dctm.jp/

■アニメ公式 HP

：https://dctm-pj.com/

■公式 Twitter

：https://twitter.com/dctm_pj

■公式 YouTube チャンネル ：
https://www.youtube.com/channel/UCQMWhyCMrOyrMwqttgT6oeQ
■App Store 事前登録：https://apps.apple.com/jp/app/id1568688524
■Google Play 事前登録：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sumzap.pj0012

────────────────────────────────────────
※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。
【©D_CIDE TRAUMEREI PROJECT】
【©D_CIDE TRAUMEREI PROJECT／DCTM 製作委員会】
【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：横山

