Release Information

【報道関係者各位】

アフィリア・サーガ 18th シングル「魔法のチョコレート伝説」
CD ジャケット全種類公開！
株式会社 MAGES.(本社:東京都港区、代表取締役会長:志倉千代丸、代表取締役社長:太田豊紀 音楽レーベル：Stand-Up!
Records)は、アフィリア・サーガ 18th シングル「魔法のチョコレート伝説」
（2017 年 1 月 25 日発売）の CD ジャケッ
ト全種類を公開いたしましたのでお知らせいたします。
★CD ジャケット 5 種類公開！（左から：DVD 付盤、通常盤 A、通常盤 B、通常盤Ｃ、通常盤 D）

DVD 付盤のジャケットには魔女っ子のイラストが描かれており、通常盤 A にはコヒメ、ユカフィン、カナ、通常盤Ｂに
はカオリ、モエ、ナナ、通常盤 C にはミク、マホ、通常盤 D にはモモコ、ユミのセレクトメンバーでデザインされており
ます。
【18th シングル「魔法のチョコレート伝説」特設サイト】http://stand-up-project.jp/special/afiliasaga18/
◆CD 情報
タイトル：魔法のチョコレート伝説
発売日：2017 年 1 月 25 日（水）
発売元：Stand-Up! Records
販売元：クラウン徳間ミュージック販売株式会社
【DVD 付盤】（CD＋DVD）YZPB-5082／￥1,852（税抜）
※ピクチャーディスク
<CD>
①魔法のチョコレート伝説
[作詞：桃井はるこ 作曲：神谷 礼 編曲：K-Muto]
②この歌に永遠の愛を捧ぐ
（ワンマンライブツアー2017〜永遠の蒼き愛の女神〜テーマソング）
[作詞／作曲：木村有希 編曲：悠木真一]
③Precious memories
[作詞：藍川 藍 作曲：濱田幹浩 編曲：河合英嗣]
④⑤⑥ 各 off vocal
<DVD> ※エンハンスド仕様
①魔法のチョコレート伝説 MusicClip
②魔法のチョコレート伝説 Music Clip メイキング映像
<エンハンスド>
魔法のチョコレート伝説 MusicClip（高画質 mp4 映像） ／アー写（個別＆集合）／壁紙／Music Clip オフショット写真
【通常盤 A】（CD） YZPB-5083／￥1,111（税抜）
《ジャケット》コヒメ、ユカフィン、カナ
①魔法のチョコレート伝説 ②この歌に永遠の愛を捧ぐ ③④ 各 off vocal
【通常盤 B】（CD） YZPB-5084／￥1,111（税抜）
《ジャケット》カオリ、モエ、ナナ
①魔法のチョコレート伝説 ②Precious memories ③④ 各 off vocal
【通常盤 C】（CD）※エンハンスド仕様 YZPB-5085／￥1,111（税抜）
《ジャケット》ミク、マホ
①魔法のチョコレート伝説 ②魔法のチョコレート伝説（off vocal）
<エンハンスド>
自撮り写真（ミク／マホ／カオリ／モエ／ユカフィン） ／告白ボイス（ミク／マホ／カオリ／モエ／ユカフィン） ／魔法のチョコレート伝
説（高音質 mp3 データ）／壁紙／CM データ
【通常盤 D】（CD）※エンハンスド仕様

YZPB-5086／￥1,111（税抜）
《ジャケット》モモコ、ユミ

①魔法のチョコレート伝説 ②魔法のチョコレート伝説（off vocal）
<エンハンスド>
自撮り写真（モモコ／ユミ／コヒメ／カナ／ナナ）／告白ボイス（モモコ／ユミ／コヒメ／カナ／ナナ）／魔法のチョコレート伝説
（48KHz24bit ハイレゾ WAV MASTER データ）／壁紙／CM データ

【Music Clip フルバージョン】https://youtu.be/4klcDFYrWoI
◆アフィリア・サーガ Profile
全国展開中のカフェ＆レストラン「アフィリアグループ」を代表するメンバーから構成された学院型ガールズ・ボーカルユニット。萌え業界
の２大メーカー、志倉千代丸と桃井はるこのダブルプロデュース。
デビュー以来 250 本以上のライブイベント出演を経て ZeppTokyo や五反田ゆうぽうとホール、TokyoDomeCityHall、舞浜アンフィシア
ター、さらには台湾・香港にてワンマン Live を開催。様々な Live イベントでもパフォーマンスを披露。ヒットメーカー、つんく♂や大島こ
うすけなどからも楽曲提供を受けている。また、ダンスの振り付けをラッキィ池田が担当。ユニークな振り付けも特徴的。11 月 18 日発売
された 15th シングル「Embrace Blade」
（TV アニメ「対魔導学園 35 試験小隊」OP テーマ）では、デイリーチャート 2 位、ウイークリ
ーチャート７位を記録。3 月 2 日には「いつか見た虹のその下で」を発売し、ウィークリーチャート 5 位を記録。7 月 26 日には 17th シ
ングル「Lost In The Sky」を発売し、デイリーチャート 1 位を記録！いま、
「もっとも近い、会えるアイドル」として活躍中！
【メンバー】
カオリ・S・ゴドランド／カナ・R・ノーウィッチ／コヒメ・リト・プッチ／ナナ・ドロップ・ビジュー／マホ・ソット・ボーチェ／ミク・ド
ール・シャルロット／ミュナ・シュリータ／モエ・ミーレイ／モモコ・リトルベリー／ユカフィン・ドール／ユミ・W・クライン／ラブ・ベ
リー・ジャンヌ
【アフィリア・サーガ公式 HP】http://afiliasaga.jp 【公式ツイッター】https://twitter.com/AfiliaSaga
【公式 Facebook】https://www.facebook.com/AfiliaSaga
【Stand-Up!Records 公式サイト】http://stand-up-project.jp
【5pb.records 公式サイト】http://5pb.jp/records

◆イベント情報
■12 月 17 日（土）HMV エソラ池袋 イベントスペース【内容】ミニライブ & 特典会 ※観覧フリー
【時間】第一部 12：00〜13：30／第二部 15：00〜16：30（※20 分前に新規受付終了）
【ミニライブ参加メンバー】※ライブはセレクトメンバーで、特典会は各部、全員で行います。
第一部 コヒメ、モエ、ユミ、ラブ、ミュナ／第二部 ナナ、ミク、ユカフィン、モモコ、カオリ、カナ
※他の仕事があるためマホは欠席になります
■12 月 18 日（日）エラバレシ＆アフィリア・サーガ＆イケてるハーツ 合同イベント
【会場】東京ドームシティ ラクーアガーデンステージ
【時間】第一部 12:00 START（優先エリア入場開始 11:40～）／第二部 15:00 START（優先エリア入場開始 14:40～）
【内容】ミニライブ & 特典会 ※観覧フリー
【出演】エラバレシ、アフィリア・サーガ、イケてるハーツ(オープニングアクト)※他の仕事があるためマホは欠席になります
■12 月 20 日（火）MagicSong vs ライブ
【会場】AKIBA カルチャーズ劇場
【時間】開場 18:30／開演 19:00

Vol.3（ゲスト：A 応 P）

■12 月 22 日（木）JUMP POP FES（ライブ）
【会場】Zepp Tokyo
【時間】16:30 open / 17:00 start
■12 月 25 日（日）※観覧フリー
【会場】タワーレコード新宿店 7Ｆイベントスペース
【時間】18：00〜19：30
【内容】ミニライブ & 特典会
■12 月 26 日（月）IDOL CONTENT EXPO @ 新宿 BLAZE ～ 年末大感謝祭 うっかりさんのサンタクロース ～
【会場】新宿 BLAZE
【時間】開場 12:00 開演 12:30
■12 月 28 日（水）changes of life vol.14（名古屋ライブ）
【時間】OPEN 17:00 / START 17:30（予定）
【会場】 RAD HALL（住所：愛知県名古屋市中区大須４−１−71）
■12 月 30 日（金）『新星堂 presents iPop Monthly Fes vol.56』
【会場】池袋サンシャインシティ噴水広場
【内容】 ミニライブ＆特典会
＜第 1 部＞ 11：00～姫君のスパークリング/アフィリア・サーガ
■12 月 31 日（土） アフィリア・サーガ カウントダウンパーティー
■1 月 9 日（祝月）アフィリア・サーガ主催ライブ「MagicSong〜Winter2017」
【日程】2017 年
【会場】渋谷 WWWX
【時間】12:15 開場 12:45 開演
【出演】アフィリア・サーガ、イケてるハーツ、桃色革命、Chu-Z

アフィリア・サーガ ワンマンツアー2017～永遠の蒼き愛の女神～（えいえんのあおきあいのめがみ）
■ツアー日程
【東京】2017 年 2 月 3 日（金）
会場：TSUTAYA O-EAST
時間：
【昼】開場 13:15 開演 13:45／【夜】開場 18:30

開演 19:00

料金：※Ｄ代別【昼】前売り 3,500 円 ／当日 4,800 円【夜】優先入場券（枚数限定）5,000 円）／前売り 4,000 円／当日 4,800 円
【福岡 ※ファンミーティング】2017 年 2 月 4 日（土）
会場：未定
時間：未定
料金：予約 5,500 円／当日 6,000 円（当日空きある場合のみ）
参加条件：福岡ワンマンライブチケットを持っていること
イベント内容：懇親会（貸切パーティー）
【福岡】2017 年 2 月 5 日（日）
会場：福岡 BEAT STATION
時間：
【昼】開場 13:15 開演 13:45 ／【夜】開場 18:30 開演 19:00
料金：※Ｄ代別【昼】前売り 3,500 円／当日 4,800 円【夜】優先入場券（枚数限定）5,000 円／前売り 4,000 円／当日 4,800 円
【大阪】2017 年 2 月 18 日（土）
会場：大阪 MUSE
時間：
【昼】開場 13:15 開演 13:45／【夜】開場 18:30 開演 19:00
料金：※Ｄ代別【昼】前売り 3,500 円／当日 4,800 円【夜】優先入場券（枚数限定）5,000 円／前売り 4,000 円／当日 4,800 円
【名古屋】2017 年 2 月 19 日（日）
会場：SPADE BOX
時間：
【昼】開場 13:15 開演 13:45／【夜】開場 18:30 開演 19:00
料金：※Ｄ代別【昼】前売り 3,500 円／当日 4,800 円【夜】優先入場券（枚数限定）5,000 円／前売り 4,000 円／当日 4,800 円
...and more

開場追加予定、詳細は近日公開予定！！

チケット情報（全公演共通）
■FC（アフィリア・サーガ・ギルド）先行（抽選）
※夜公演は優先入場券のみを販売
※優先入場券は FC 先行のみでの販売となります。
※アフィリア・サーガ・ギルド入会方法 ⇒ http://afiliasaga.jp/page/mobile/
■オフィシャル先行（抽選）
URL：http://www.getticket.jp/g?t=nvconrh
席種：スタンディング
【抽選エントリー期間】2016 年 12 月 3 日（土）10:00〜2016 年 12 月 18 日（日）23:59
【当落発表予定日】2016 年 12 月 19 日（月） 夜
■オフィシャル２次先行（先着） 12 月 23 日（祝金）10:00〜1 月 10 日（火）
■一般発売 1 月 14 日（木）10:00～
■受付について
・お申込みはディスクガレージ インターネットチケット販売サイト『GET TICKET』をご利用頂きます。
・初めてご利用の方は、
『GET TICKET』への会員登録(無料)が必要です。
・本受付は、必ずしも優先的に良いお席・整理番号をご用意するものではありませんので予めご了承下さい。
■お申込後の住所変更・申込内容（抽選当落結果）確認はこちら
＜PC・スマートフォンから＞ http://diskgarage.com/getticket/support.html
＜携帯（ガラケ―）から＞http://k.getticket.jp/cs/
■受付に関するお問合せ先 ディスクガレージ 050-5533-0888（平日 12:00-19:00）

【イベント、ライブの詳細はアフィリア・サーガ公式サイトにてご確認ください】http://afiliasaga.jp
本リリースに関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先
株式会社 MAGES.（Stand-Up! Records）
下記メールフォームからお問い合わせください
https://mages.co.jp/mailform/support_5pbrecords/

