2021 年 4 月 30 日（金）
株式会社ブシロード
報道関係各位
★PRESS RELEASE★

バンドの命運を決める「ライブ・ロワイヤル・フェス 1st Round」開催！
ARGONAVIS from BanG Dream!
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）と株
式会社ディー・エヌ・エー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼 CEO：岡村信悟、以下、
DeNA）は、ユーザー参加型イベント「ライブ・ロワイヤル・フェス 1st Round」を開催することをお知らせ
いたします。また、「ARGONAVIS」劇場版、舞台版の続報を公開いたしました。
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。

■「ライブ・ロワイヤル・フェス 1st Round」開催！
ARGONAVIS from BanG Dream! に登場する 5 つのバンドが競い合う、「ライブ・ロワイヤル・フェス
1st Round」を開催します。
ライブ・ロワイヤル・フェス 1st Round は、「前哨戦」と「本戦」の 2 段階構成。
それぞれの前哨戦、本戦の順位による勝ち点の合算でライブ・ロワイヤル・フェス 1st Round の勝利バン
ドを決定します。
1 位のバンドは、優勝記念アルバムのリリースのほか、アルバムイラストを使用したゲーム内カードが実装。
1～3 位のバンドは、ゲーム内で使用できるアクセサリーが実装されます。
＜ライブ・ロワイヤル・フェス 1st Round 前哨戦＞
ARGONAVIS from BanG Dream! に登場する 5 つのバンドから投票先を選び、投票することができ
ます。
投票権は、対象商品に付属するシリアルコードに付属します。
※対象商品については公式サイトをご確認ください。
＜ライブ・ロワイヤル・フェス 1st Round 本戦＞
8 月上旬頃より、スマートフォン向けリズム＆アドベンチャーゲーム「アルゴナビス from BanG Dream!
AAside」ゲーム内にて開催します。
※予定は予告なく変更することがあります。

＜ライブ・ロワイヤル・フェスとは＞
次世代のアマチュアバンドが世界進出をかけ、様々な形式の音楽フェスに参加しオーディエンスの投票で
順位を争うフェス。
■7 月 14 日（水）５タイトル同時リリース。各限定盤には TV アニメ「アルゴナビス from BanG
Dream!」を収録
Argonavis 5th Single「可能性/Stand by me!!」
限定盤：TV アニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」 #1～2
GYROAXIA 2nd Single「WITHOUT ME/BREAK IT DOWN」
限定盤：TV アニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」 #3～4
Fantôme Iris 1st Single「ザクロ/狂喜のメロディ」
限定盤：TV アニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」 #5～7
風神 RIZING！ 1st Single「ランガンラン/夢見る Boy 守るため」
限定盤： TV アニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」 #8～10
εpsilonΦ 1st Single「Cynicaltic Fakestar/Sake it L⓪VE！」
限定盤：TV アニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」 #11～13

初回生産分限定特典としてライブ・ロワイヤル・フェス 1st Round 前哨戦 投票券が Blu-ray 付限定
盤には 5P、通常盤には 1P が封入されます。さらに「特典対象店舗・EC ショップ」にて、【限定盤いずれ
か 1 タイトル購入】、または【全バンドの通常盤 5 タイトルを同時購入】されたお客様を対象に、先着で
「特製缶バッジセット（全 5 種）」から 1 種をプレゼントします。
■ライブ映像全編無料配信決定！「ライブ・ロワイヤル・フェス 2020」
2020 年 10 月 10 日に東京ガーデンシアターにて開催した「ARGONAVIS AAside ライブ・ロワイヤ
ル・フェス 2020」の全編映像を YouTube にて 5 月 1 日（土）18:00 から無料配信が決定しました。
■劇場版アニメ「アルゴナビス」続報
劇場版アニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」新作映画の公開を発表。
新作映画に先立ち、再構築版映画の公開も決定しました。
＜新作映画 劇場版「アルゴナビス from BanG Dream!」（仮題）＞
2022 年夏公開予定
＜劇場版「アルゴナビス from BanG Dream!」Prelude（仮題）＞
2021 年秋公開予定
劇場版「アルゴナビス from BanG Dream!」Prelude（仮題）は 2020 年 4 月より放送した TV ア
ニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」をシナリオから再構築し、TV アニメの映像に新作カットを加え
た劇場版アニメです。
アフレコを全編再収録し、Argonavis と GYROAXIA の物語を辿ります。
主題歌は Argonavis が担当します。
■舞台「ARGONAVIS the Live Stage」続報
2021 年 6 月に開演する舞台「ARGONAVIS the Live Stage」の続報を公開しました。
＜舞台「ARGONAVIS the Live Stage」ビジュアル公開＞

左：伊藤昌弘（七星 蓮役） 右：小笠原 仁（旭 那由多役）
＜舞台「ARGONAVIS the Live Stage」あらすじ＞
ライブ・ロワイヤル・フェスへの出場が決まった Argonavis。
万浬も復帰して勢いを増す彼ら。
今日もステージで彼らの熱いステージが繰り広げられる。
そんな中、蓮は彼らが歩んで来た道のりを語り出す。
結成からディスフェス、仲間と共に乗り越えてきた苦難の道のりを…。
＜スタッフ・キャスト＞
■出演
Argonavis
七星 蓮役：伊藤昌弘 五稜結人役：日向大輔 的場航海役：前田誠二
桔梗凛生役：森嶋秀太 白石万浬役：橋本祥平
GYROAXIA
旭 那由多役：小笠原 仁 里塚賢汰役：橋本真一 美園礼音役：真野拓実
曙 涼役：秋谷啓斗 界川深幸役：宮内告典

摩周慎太郎役：輝馬
■脚本・演出
毛利亘宏
＜公演情報＞
■大阪公演
会場 サンケイホールブリーゼ
日程 2021 年 6 月 18 日（金）～20 日（日）
■東京公演
会場 シアター1010
日程 2021 年 6 月 23 日（水）～27 日（日）
舞台「ARGONAVIS the Live Stage」公式サイト
https://argo-ls.com/index.html

■ARGONAVIS プロジェクト 3 周年記念番組 4Gamer.net presents で配信決定！

ARGONAVIS プロジェクト 3 周年となる 2021 年 5 月 12 日に、記念番組の配信が決定しました。
5 つのバンドから代表して 5 人のキャストが集結し、「巨大ブロック崩し」「カルトクイズ」「ストライクアウト」の
三番勝負で勝者を決めます。

こ の 番 組 は 日 本 最 大 級 の ゲ ー ム 情 報 サ イ ト 「 4Gamer.net 」 presents と な り 、 賞 品 と し て
「4Gamer.net」女子部のトップページをジャックする権利が与えられます。
※5 つのバンドがそれぞれジャックを行う際、1～5 位の順位に応じて、ジャック期間が増減されます。
■出演
伊藤昌弘（Argonavis 七星 蓮役）
小笠原 仁（GYROAXIA 旭 那由多役）
和田将弥（Fantôme Iris 黒川 燈役）
金子 誠（風神 RIZING！ 椿 大和役）
市川太一（εpsilonΦ 二条 奏役）
■配信
YouTube「ARGONAVIS ch.」
https://www.youtube.com/channel/UCc7Uz7Juj6VlihelzCWoMnQ
■予告 VTR
https://youtu.be/YOqXAM5v0P0

■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）」
“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。
TV 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、有名アニメソングやポップミュージックのカバー楽曲も多
数収録。
■公式サイト
https://aaside.bushimo.jp
■App Store
https://apps.apple.com/jp/app/id1488895702
■Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dena.a12026696
【OP ムービー】https://youtu.be/ZX3ToD5pnzk
【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・企画：株式会社ディー・エヌ・エー
【ストーリー】
「ライブ・ロワイヤル・フェス」
次世代のスターを見つけるため、アマチュアバンドの頂点を決めるフェス。
優勝すれば世界への切符が約束される。
しかし、敗退したバンドは２度と世界を目指すことはできないーー
出場するのは、世界への憧れと覚悟を胸に
全国から集まった 5 つのバンド。
バンドをサポートするローディである“あなた”は、
この街、東京で人生一度きりのチャンスを勝ち取らんとする彼らを支え、ともに戦う。
それぞれの青春を懸け「選択」を迫られる青年たち。
願いと挫折、そして運命が絡み合う群像劇が始まる。

■「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）」「GYROAXIA（ジャイロアクシア）」とし
て生演奏のライブを中心に精力的に活動中。
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
TV アニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」公式サイト：
https://anime.argo-bdp.com
アプリゲーム「アルゴナビス from BanG Dream! AAside」公式サイト：
https://aaside.bushimo.jp
アプリゲーム「アルゴナビス from BanG Dream! AAside」公式 Twitter：
https://twitter.com/AAside_INFO
アプリゲーム「アルゴナビス from BanG Dream! AAside」公式 LINE：
https://line.me/R/ti/p/%40377ezvpq

YouTube「ARGONAVIS ch.」：
https://www.youtube.com/channel/UCc7Uz7Juj6VlihelzCWoMnQ
※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. ©ARGONAVIS the Live Stage 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：岡田

