2019 年 8 月 1 日
株式会社ブシロード
報道関係各位
■PRESS RELEASE■
「D4DJ ユニットミーティング」本放送第 1 回が 8 月 13 日(火)に放送決定！
「Happy Around!」が担当！現在お便り募集中！
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、
7 月 31 日(水)に YouTube 公式チャンネルにて｢D4DJ ユニットミーティング Vol.0｣を放送致しまし
た。その番組内で 8 月 13 日(火)に「D4DJ ユニットミーティング」本放送の第１回が放送予定であるこ
とを発表いたしました。第１回は「Happy Around!」が担当いたします。
また、「D4DJ ユニットミーティング Vol.0」の放送を記念して、番組終了後より D４DJ 公式 Twitter に
て、番組出演者のサイン色紙が抽選で３名に当たるフォロー＆RT キャンペーンを開始いたしました。
さらに、D4DJ 発のユニット「Photon Maiden」キャストの寄せ書きサイン色紙が当たる Twitter キャン
ペーンも開催しております。
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。
① 「D4DJ ユニットミーティング」本放送第 1 回が 8 月 13 日(火)に放送決定！
「Happy Around!」が担当！現在お便り募集中！

「D4DJ ユニットミーティング」本放送の第１回が 8 月 13 日(火)に放送決定いたしました！
第１回は「Happy Around!」の愛本りんく役 西尾夕香さん、明石真秀役 各務華梨さん、大鳴門む
に役 三村遙佳さん、渡月 麗役 志崎樺音さんの４人が出演予定です。
また、こちらの放送でご紹介するお便りを以下の投稿フォームで現在募集中です。
今回募集するお便りは
・「D4DJ」ファンの呼称を募集企画

・おたより募集企画 お題『あの頃を思い出す夏の楽曲』
その他 D4DJ 1st LIVE への感想や、D4DJ の楽曲への感想、番組出演キャストへの質問などもお待
ちしております！
※いずれか１つのコーナーのみでも投稿フォームは送信可能です
D4DJ ユニットミーティングお便り投稿フォーム︓
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevng_ol7-kMGiXT0xyBNErcJLC8Wif5DBlMgo__VJXCjG_A/viewform
【｢D4DJ ユニットミーティング｣第 1 回生放送詳細】
番組名︓｢D4DJ ユニットミーティング -Happy Around!-｣
出演︓
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
放送日時︓2019 年 8 月 13 日(火)
※放送開始時間は続報をお待ちください。
D4DJ 公式 YouTube チャンネル︓
https://www.youtube.com/channel/UCNWWdKniJyzQA3RiJ5LMoVw?reload=9
② 「D4DJ ユニットミーティング Vol.0」放送記念！
番組出演キャストの寄せ書きサインが当たる Twitter キャンペーン開催中！

7 月 31 日(木)に YouTube 公式チャンネルにて「D4DJ ユニットミーティング Vol.0」を放送したことを記
念して、番組出演者の寄せ書きサイン色紙が抽選で３名に当たるフォロー＆RT キャンペーンが D4DJ
公式 Twitter にてスタートしました！
キャンペーン期間中に D4DJTwitter 公式アカウント(@D4DJ_pj)をフォローの上、対象のツイートを

RT していただいた方の中から抽選で 3 名様に、高木美佑さん、小泉萌香さん、岩田陽葵さん、佐藤日
向さんの寄せ書きサイン色紙をプレゼントいたします！
キャンペーン概要
＜応募方法＞
① Twitter にて D4DJ 公式アカウント（https://twitter.com/D4DJ_pj）をフォロー
② 応募対象ツイート
(https://twitter.com/D4DJ_pj/status/1156539430020083712?s=20)を RT
キャンペーン期間︓8 月 7 日(火)23:59 まで
＜プレゼント賞品詳細＞
「D4DJ ユニットミーティング Vol.0」出演者寄せ書きサイン色紙×３名
サイン記入キャスト︓高木美佑/小泉萌香/岩田陽葵/佐藤日向
※当選者の方へは Twitter の DM により賞品受取方法をご連絡いたします。非公開設定のアカウント
は応募対象となりません。
また、YouTube 公式チャンネルにて「D4DJ ユニットミーティング Vol.0」のアーカイブを公開中です。
・｢D4DJユニットミーティング Vol.0｣
出演︓
Peaky P-key
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
Photon Maiden
花巻乙和役 岩田陽葵
福島ノア役 佐藤日向
番組ページ︓https://youtu.be/ZZDV84jvZ7c
③D4DJ発のユニット「Photon Maiden」
キャストの寄せ書きサイン色紙が当たるTwitterキャンペーン開催中！

D4DJキャラクター＆キャスト発表を記念して５週連続でユニット毎の寄せ書きサイン色紙が抽選で当た
るTwitterキャンペーンが第2弾が開催中です！
第２弾では「Photon Maiden」キャスト４名の寄せ書きサイン色紙を抽選で３名様にプレゼントいたし
ます！
キャンペーン期間中にD4DJTwitter公式アカウント(@D4DJ_pj)をフォローの上、対象のツイートをRT
でご応募ください！
■キャンペーン概要
＜応募方法＞
① TwitterにてD4DJ公式アカウント（https://twitter.com/D4DJ_pj）をフォロー
② 応募対象ツイート
(https://twitter.com/D4DJ_pj/status/1156127903794380801?s=20)をRT
キャンペーン期間︓8月6日(火)23:59まで
＜プレゼント賞品詳細＞
「Photon Maiden」キャスト４名の寄せ書きサイン色紙×３名
サイン記入キャスト︓
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
※当選者の方へはTwitterのDMにより賞品受取方法をご連絡いたします。非公開設定のアカウントは
応募対象となりません。
【関連情報】
■10月14日(月・祝)「D4DJ 2nd LIVE」の月刊ブシロード８月号最速先行抽選応募受付中！
昼は各ユニットの個性や魅力あふれるステージ、夜はたくさんの曲で盛り上がるDJナイトステージという昼

夜異なる演出予定です！
また、月刊ブシロード８月号にて最速先行抽選応募受付中です！
【最速先行抽選応募詳細】
応募期間︓2019年7月8日(月)12:00~8月5日(月)23:59
抽選結果確認・入金期間︓2019年8月10日(土)15:00~8月14日(水)23:59
応募方法︓7月8日(月)発売「月刊ブシロード8月号」付録の「D4DJ 2nd LIVE」最速先行抽選応
募券に記載のシリアルコードを使用してご応募いただけます。
※チケット応募ページのURLは最速先行抽選応募券に記載されております。
入場制限︓未就学児の入場不可
「月刊ブシロード2019年8月号」詳細︓http://gekkan-bushi.com/latest/
＜公演概要＞
公演名︓D4DJ 2nd LIVE
昼公演︓-Day Party夜公演︓-Nonstop Night 開催日時︓2019 年 10 月 14 日(月・祝)
会場︓品川プリンスホテル ステラボール
価格︓
1F スタンディング ¥6,300(税抜)
2F プレミアムシート¥8,000(税抜)
ドリンク代別
＜出演者＞
Happy Around!
愛本りんく︓西尾夕香
明石真秀︓各務華梨
大鳴門むに︓三村遙佳
渡月 麗︓志崎樺音
Peaky P-key
山手響子︓愛美
犬寄しのぶ︓高木美佑
Photon Maiden

出雲咲姫︓紡木吏佐
花巻乙和︓岩田陽葵
福島ノア︓佐藤日向
Merm4id
瀬戸リカ︓平嶋夏海
水島茉莉花︓岡田夢以
日高さおり︓葉月ひまり
松山ダリア︓根岸 愛
燐舞曲
青柳 椿︓加藤里保菜
月見山 渚︓大塚紗英
矢野緋彩︓もものはるな
三宅葵依︓つんこ
イベントの詳細は D4DJ プロジェクト公式 HP・Twitter をご確認ください。
■「D4DJ 1st LIVE」開催記念フェア in ブシロードストア開催中!!
「D4DJ 1st LIVE」開催を記念しまして、ブシロードストアにて D4DJ グッズの販売や、「Happy
Around!」と「Peaky P-key」の BIG パネルスタンド(制服 Ver.)の展示を実施中です！
また、店内商品を税込み 2,500 円以上ご購入のお客様にヴァイスシュヴァルツの PR カード 1 枚をランダ
ム配布いたします。是非この機会にブシロードストアへお越しください！
【ブシロードストア情報】
所在地︓千葉県千葉市美浜区豊砂 1-1 イオンモール幕張新都心グランドモール 3 階
営業時間︓10︓00～21︓00
TEL︓043-239-6400
【実施期間】
2019 年 7 月 27 日(土)～2019 年 9 月 1 日(日)
【購入特典情報】
ブシロードストアにて、店内商品を税込み 2,500 円以上ご購入で 1 会計
ヴァイスシュヴァルツ PR カード(全 4 種)よりランダムで 1 枚プレゼント！
＜ヴァイスシュヴァルツの PR カード＞
・「D4DJ（ディーフォーディージェー）」イラストの PR カード 2 種

Happy Around!
Peaky P-key
・「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」イラストの PR カード 1 種
・「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」イラストの PR カード 1 種
※PR カードの配布は、無くなり次第配布終了となります。
■「月刊ブシロード9月号」より、キャラクターデザインのやちぇによるイラスト連載「イラストスクラッチ」
がスタート！
8月8日(木)発売「月刊ブシロード9月号」より、キャラクターデザインのやちぇによるイラスト連載「イラストス
クラッチ」がスタート！オリジナル曲の歌詞からインスパイアされたHappy Around!のメンバーの描きおろし
イラストを要チェック！
また、W表紙にはやちぇによる愛本りんく＆山手響子の描きおろしイラストが登場！さらに、付録には表紙
イラストを使用したポスターが封入！
このほかD4DJ特集記事も掲載予定ですので、ぜひお楽しみに！
月刊ブシロード公式サイト:http://gekkan-bushi.com/
■早くも「D4DJ 3rd LIVE」が TOKYO DOME CITY HALL にて 2020 年 1 月 31 日(金)
開催決定!!
2020 年 1 月 31 日(金)に TOKYO DOME CITY HALL にて「D4DJ 3rd LIVE」の開催が決定い
たしました!
また、こちらのチケットの最速先行抽選応募券を月刊ブシロード 11 月号の付録として封入予定です!
出演者などのライブに関する詳細は続報をお楽しみに!
＜公演概要＞
公演名︓
D4DJ 3rd LIVE(仮)
開催日時︓2020 年 1 月 31 日(金)
会場︓TOKYO DOME CITY HALL
※ライブに関する詳細は続報をお待ちください。
■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YouTubeチャンネル︓
https://www.youtube.com/channel/UCNWWdKniJyzQA3RiJ5LMoVw?reload=9
○CAST
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
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
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
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
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

○STAFF
原作︓ブシロード
製作総指揮︓木谷高明
ストーリー原案︓中村 航（代表作︓「BanG Dream!」）
キャラクターデザイン︓やちぇ
統括プロデューサー︓中山雅弘
音楽プロデューサー︓斎藤 滋（代表作:「涼宮ハルヒの憂鬱」「らき☆すた」）
※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。
【©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 FAX03-5348-0854
URL:http://bushiroad.com/
E-mail:press@bushiroad.com
担当︓田中

