2019 年 11 月 6 日(火)
株式会社ブシロード
報道関係各位
★PRESS RELEASE★

アプリゲーム「アルゴナビス from BanG Dream! AAside（ダブルエーサイド）」
事前登録受付開始から 24 時間で 1 万件突破！
―キャスト 7 名のサイン入り小冊子が貰える W フォロー&RT キャンペーンもスタート―

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、
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アプリゲー
ム「アルゴナビス from BanG Dream! AAside（ダブルエーサイド）」の事前登録件数が、開始から
24 時間で万件を突破したことをご報告いたします。
さらに、アプリゲーム化を記念し、キャスト 7 名のサイン入り小冊子が貰える W フォロー&RT キャンペーン
をスタートしました。
詳細は、下記をご覧ください。
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。

■アプリゲーム「アルゴナビス from BanG Dream! AAside（ダブルエーサイド）」 事前登録 1
万件突破！
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 以下「AAside」）の事前登録を、2019 年 11 月 5 日（火） 13:00 より開始。
本日 11 月 6 日、事前登録受付開始から 24 時間を待たずに事前登録件数(*1)が 1 万件を突破し
ました。
「AAside」は 2020 年春放送予定のアニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」のその後を描き、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」で頂点を決めるストーリーです。
リズムゲームパートでは、オリジナル楽曲はもちろん、有名アニメソングのカバー楽曲も多数収録予定。
ぜひ続報にご期待ください。
【アプリゲーム化特報 PV】
https://www.youtube.com/watch?v=eN4GSKzwDBE
【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：株式会社ディー・エヌ・エー
【ストーリー】
日本全国のアマチュアバンドの頂点を決める「ライブ・ロワイヤル・フェス」。
この街、東京を舞台に
バンドに賭ける青年たちの、熱い生き様ときらめき溢れる
新しいバンドストーリーが今、はじまる――！
■キャスト 7 名のサイン入り小冊子が貰える W フォロー&RT キャンペーンがスタート
アプリゲーム化を記念し、ARGONAVIS プロジェクト公式 Twitter（@ARGONAVIS_info）と
AAside 公式 Twitter（@AAside_INFO）が連動した W フォロー＆RT キャンペーンを開始。
両アカウントをフォローしたうえで対象ツイートを RT した方の中から 3 名様に、AAside 出演キャスト 7 名
（伊藤昌弘さん、日向大輔さん、前田誠二さん、森嶋秀太さん、橋本祥平さん、小笠原 仁さん、ラン
ズベリー・アーサーさん）のサイン入り小冊子「ARGONAVIS from BanG Dream! START COMIC
& NOVEL!」をプレゼントします。
対象ツイート：

https://twitter.com/ARGONAVIS_info/status/1191641302519156736?s=20

応募期限：11 月 8 日(金) 23:59 まで
■「AAside（ダブルエーサイド）」 に登場するバンドを紹介

＜Argonavis＞
函館の大学に通う 5 名で結成されたバンド「Argonavis（アルゴナビス）」。
天性の才能を持つボーカリスト蓮を中心に、熱血行動派のリーダー結人、慎重丁寧な航海、
クールな万能人凛生、明るくしっかり者の万浬が家族のように支え合う。
運命という追い風を受け、船は順風満帆！目指すあのステージへ針路、宜候（ヨーソロ）！

＜GYROAXIA＞
孤高のボーカリスト那由多の元に集った、実力主義のバンド「GYROAXIA（ジャイロアクシア）」。
圧倒的頂点の那由多を、冷静沈着なリーダー賢汰、頑固で真面目な礼音、自称宇宙からやってきた
男・涼、ストイック色男の深幸が支えている。
この声こそが必然、この音こそが真理！聞け、そしてひれ伏せ！絶対的強者 GYROAXIA が今ここに君
臨する！

＜Fantôme Iris＞

全員が社会人で構成されているヴィジュアル系バンド「Fantôme Iris（ファントムイリス）」。
──FELIX はすべてのヴァンパイアを統べる王。付き従うは、怜悧な王の右腕・LIGHT、残虐非道の申
し子・ZACK。苛烈な夜の女王・HARU、黙する聖職者・D──
……という設定で、僕たち頑張っております。
月が奏でる百年の音楽、夜が歌う千年の調べ。さあ、銀の百合咲き乱れし我らの王国へようこそ。
新バンドの詳細は、2019 年 11 月 9 日（土）アニメイトガールズフェスティバル 2019 噴水広場ステ
ージをはじめとするイベントなどで順次明かされていきます。

■イベント・ライブを続々開催予定！
◆アニメイトガールズフェスティバル 2019
【開催期間】2019 年 11 月 9 日(土)～11 月 10 日(日)
【開催時間】10：00～17:00(16：30 新規最終入場) ※ファストチケット入場：9：00～
【ブース位置】W-25（White AREA[文化会館３階 展示ホール C]）
◆アニメイトガールズフェスティバル 2019 噴水広場ステージ
【開催日時】11 月 9 日(土) 15:40～ 16:20
【開催場所】サンシャインシティ B1F 噴水広場
【出演者】伊藤昌弘、日向大輔、前田誠二、森嶋秀太、小笠原 仁、ランズベリー・アーサー、和田将
弥、福山 潤、鮎川太陽
※AGF2019 の入場チケットをお持ちでない方も観覧可能です。
◆アルゴナビス ラジオライン 公開録音
【開催日時】11 月 9 日(土) 18:00 開場/19:00 開演(予定)
【開催場所】科学技術館サイエンスホール
【出演者】日向大輔、前田誠二、小笠原 仁、ランズベリー・アーサー、福山 潤
【チケット価格】3,500 円(税込)
チケット一般発売中
https://w.pia.jp/t/argonavis/
◆BanG Dream! Argonavis 2nd LIVE「VOICE -星空の下の約束-」
【開催日時】12 月 5 日(木) 18:00 開場/19:00 開演(予定)
【開催場所】TOKYO DOME CITY HALL
【出演者】Argonavis（七星 蓮:伊藤昌弘（Vo.）、五稜結人:日向大輔（Gt.）、的場航海:前
田誠二（Ba.）、桔梗凛生:森嶋秀太（Key.）、白石万浬:橋本祥平（Dr.））

AGF2019 特別シリアル先行 受付期間：11 月 9 日（土）9:00~11 月 11 日（月）23:59
各イベントの詳細は ARGONAVIS 公式ホームページ（https://argo-bdp.com/）をご確認
ください。

■「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）」として生演奏のライブを中心に精力的に
活動中。
2020 年春にテレビアニメ化、2020 年後半には株式会社ディー・エヌ・エーの開発・運営によるアプリゲー
ムの配信を予定している。
■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）」とは
“ 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。
2020 年春放送予定のアニメ「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、有名アニメソングのカバー楽曲も多数収録予定。
(*1)AAside 公式 Twitter（@AAside_INFO）のフォロー件数と、公式サイトにおけるメールアドレス
での登録数の合計。
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
アニメ公式サイト：https://anime.argo-bdp.com
アプリゲーム公式サイト：https://aaside.bushimo.jp
アプリゲーム公式 Twitter：https://twitter.com/AAside_INFO
YouTube「ARGONAVIS ch.」：
https://www.youtube.com/channel/UCc7Uz7Juj6VlihelzCWoMnQ
公式ラジオ番組「Argonavis ラジオライン」：
https://hibiki-radio.jp/description/argonavis/detail

※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

