2019 年 9 月 9 日(月)
株式会社ブシロード
報道関係各位
★PRESS RELEASE★

今週のブシロードからは目が離せない！
「相羽あいな 0th キックオフ会見」、「東京ゲームショウ 2019」出展、
劇場版「BanG Dream! FILM LIVE」公開！
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）は、9 月 10 日(火) 12:00 より「相
羽あいな 0th キックオフ会見」を実施しますこと、12 日(木)～15 日(日)に開催される「東京ゲームショウ 2019」に「カ
ードファイト!! ヴァンガード」の単独出展を行いますこと並びに、13 日(金)より劇場版「BanG Dream! FILM LIVE」
を全国の映画館にて公開しますことを知らせ致します。
報道関係の皆様におかれましては、ぜひ誌面や Web 媒体で本情報をお取り上げ頂けますようお願い申し上げます。

【相羽あいな 0th Single「Lead the way」キックオフ会見】

10 月 16 日(水)の相羽あいな 0th Single「Lead the way」発売に先がけ、響 所属声優・相羽あいなの音楽活
動に関する会見を 9 月 10 日(火) 12:00 より開催！会見内では 0th シングル「Lead the way」にまつわる新情
報も公開致します。
放送ページ：https://youtu.be/oTdmMWgNURA
■相羽あいな 0th Single「Lead the way」 商品情報
◆試聴動画
https://youtu.be/org2p7mWgkM
◆発売日
2019 年 10 月 16 日(水)
◆定価
Blu-ray 付生産限定盤：￥2,500(本体)+税
通常盤：￥1,500(本体)+税

◆品番
Blu-ray 付生産限定盤：BRMM-10211
通常盤：BRMM-10212
◆収録内容
[CD]
1.Lead the way
2.Everyday's Evidence
3.ParadoX
4.Lead the way -instrumental5.Everyday's Evidence -instrumental6.ParadoX -instrumental[Blu-ray]
・「Lead the way」Music Video
・Making of 「Lead the way」Music Video
◆商品ページ
https://bushiroad-music.com/musics/brmm-10211

相羽あいな Twitter：https://twitter.com/aibaaiai
相羽あいな staff Twitter：https://twitter.com/aiai_staff
相羽あいな 公式 instagram：https://www.instagram.com/aiba_aiai/

【 東京ゲームショウ 2019 にヴァンガードが単独出展！ 】

9 月 12 日(木)～15 日(日)に開催されます東京ゲームショウ 2019 に、今年は「カードファイト!! ヴァンガード」が

単独出展！8 月 24 日(土)より放送がスタートした TV アニメ「カードファイト!! ヴァンガード 新右衛門編」を中心にし
たプロデューサートークショーや、先日βテストを実施しましたスマートフォン向けアプリ「ヴァンガード ZERO」の体験コーナ
ー、ヴァンガード出演キャスト登壇のステージイベントなど見どころ満載！
カードファイト!! ヴァンガード ブース：https://cf-vanguard.com/event/tgs2019/
■来場者特典
会場にお越しいただいた方には、「ヴァンガード ZERO ギフトマーカー フォースⅡ」、「新右衛門編 ギフトマーカー フォ
ースⅠ」、そして 10 月 11 日(金)発売のブースターパック第 7 弾 「神羅創星(しんらそうせい)」から、先行配布の《ジェ
ネシス》「戦巫女 ムツキ」をプレゼント！

※十分数ご用意いたしますが数に限りがございますので、無くなり次第配布終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記の PR カードは他のイベントなどで今後配布される可能性があります。
■開催情報
◆日時
・ビジネスデイ：9 月 12 日(木)・13 日(金) 10:00～17:00
・一般公開日：9 月 14 日(土)・15 日(日) 10:00～17:00
※ビジネスデイはプレス関係者およびビジネス関係者のみのご入場となります。
※状況により開場時刻が変動する場合があります。
◆会場
幕張メッセ 1-11 ホール、イベントホール、国際会議場
カードファイト!! ヴァンガードブース 「7-C06」
◆入場料金
一般（中学生以上）
前売券：1,500 円（税込）
当日券：2,000 円（税込）

◆注意事項
東京ゲームショウ 2019 にご参加予定のお客様は、東京ゲームショウ 2019 公式サイトを事前にご確認の上、ご参加
ください。当社ブースの出展内容やイベントなどに関しては変更になる可能性がございますのであらかじめご了承ください。
公式ポータルサイト：https://cf-vanguard.com
公式 Twitter：https://twitter.com/cfvanguard_PR
YouTube「ヴァンガード ch」：https://www.youtube.com/user/VanguardCH

【 劇場版「BanG Dream! FILM LIVE」 9 月 13 日(金)公開！ 】

次世代ガールズバンドプロジェクト「BanG Dream!」初のアニメーションライブとなる劇場版「BanG Dream! FILM
LIVE」が今週 9 月 13 日(金)より全国の映画館にて公開スタート！アニメ「BanG Dream! 2nd Season」に登場
する 5 バンドが、全国の劇場で最高のステージをお届けします。
劇場版「BanG Dream! FILM LIVE」公式サイト：https://anime.bang-dream.com/filmlive/
■舞台挨拶ツアーの開催が決定！
バンドリ！出演キャストが全国の映画館で舞台挨拶を行います。さらに、舞台挨拶が行われる上映は全日程が応援
上映回となります！
開催スケジュールはこちら：https://anime.bang-dream.com/filmlive/news/20190909/post-17
■入場者プレゼントを一部公開！
・1 週目 Poppin'Party

・2 週目以降 ？？？？

ボーカルメンバーの色紙イラスト公開！配布の順番や、他のメンバーイラストは続報をお待ち下さい。
※配布は先着順となり、数に限りがございますのであらかじめご了承ください。
※絵柄はそれぞれランダムでの配布となり、お選びいただくことはできません。
また、劇場内での、特典の交換・譲渡・売買希望等 他のお客様へのご迷惑となるようなお声掛けはお控えください。
※上映期間は各劇場により異なります。劇場ホームページなどでご確認ください。
※お一人様一回のご鑑賞につき、特典 1 つのお渡しとなります。
お一人で複数のチケットをお持ちの場合でも、特典を複数個お渡しすることはできかねますのでご注意ください。
※特典はシアターご入場時のお渡しとなります。ご入場を伴わないお渡しはいたしかねます。
■BanG Dream! FILM LIVE とは
花咲川女子学園で結成したガールズバンド「PoppinʼParty」、幼馴染 5 人が奏でる王道ガールズロックバンド
「Afterglow」、事務所の意向で生まれたアイドルバンド「Pastel＊Palettes」、 重厚な世界観で魅せる本格派バンド
「Roselia」、世界を笑顔にするため幸せいっぱいのメロディを届ける「ハロー、ハッピーワールド！」。5 つのバンドが目指
す、次のステージは……！バンドリ！初の劇場ライブアニメーション「BanG Dream! FILM LIVE」開催！
公式サイト：https://bang-dream.com/
公式 Twitter：https://twitter.com/bang_dream_info
YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/channel/UCN-bFIdJM0gQlgX7h6LKcZA

※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。
©bushiroad All Rights Reserved.
© HiBiKi
©BanG Dream! Project ©BanG Dream! FILM LIVE Project
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株式会社ブシロード
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