
 

 

 

 

 

 

 
 

【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」 

2017 年 1月 25 日に発売！ 
作詞はプロデューサーの桃井はるこ！ 
新衣装によるビジュアルも公開！ 

 

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、アイドルグループ“アフ

ィリア・サーガ”の 18th シングル「魔法のチョコレー

ト伝説」が 2017 年 1 月 25 日に、発売することを公

開いたしましたのでお知らせいたします。 

新体制で初のシングルとなります。 

 

作詞はプロデューサーの桃井はるこ！ 

「魔法のチョコレート伝説」の作詞はアフィリア・サ

ーガのプロデューサーである桃井はるこが担当してお

ります。“バレンタイン”をテーマにした甘くて可愛ら

しい歌詞にも注目してください。 

 

新衣装でのビジュアルも公開！ 

今回の衣装は赤を基調とした可愛らしいデザインの中

に、アフィリア王国公式の紋章 “スリーピングドラゴ

ン”もあしらわれ、目を引く衣装になりました。 

 

アフィリア・サーガは、現在ライブはもちろん、ドラマや舞台、ラジオなどでも精力的に活躍中。 

18th シングルの予約キャンペーンも始まっています。主催ライブ「MagicSong」も毎月開催中。 

アフィリア・サーガの今後の活躍に目が離せません。 

 

【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）※ピクチャーディスク（予定） YZPB-5082／￥1,852（税抜） 

<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カップリング A ③カップリング B ④⑤⑥ 各 off vocal 

<DVD>  

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 Music Clip（高画質 mp4 映像） 

・アーティスト写真 

・壁紙 

・MusicClip オフショット写真 
 

【通常盤 A】（CD） YZPB-5083／￥1,111（税抜） 

①魔法のチョコレート伝説 ②カップリング A ③④ 各 off vocal 
 

【通常盤 B】（CD） YZPB-5084／￥1,111（税抜） 

①魔法のチョコレート伝説 ②カップリング B ③④ 各 off vocal 
 

 

  
Release Information 



【通常盤 C】（CD）※エンハンスド CD YZPB-5085／￥1,111（税抜） 

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 

・告白ボイス 

・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 CD YZPB-5086／￥1,111（税抜） 

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 

・告白ボイス 

・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 
 

◆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 
アイドルジェネレーション vol.43 in 東京キネマクラブ 
【日程】11 月 23 日（祝水） 

【会場】東京キネマ倶楽部 http://www.kinema.jp/ 

【料金】前売 3,500 円／当日 4,000 円（別途ドリンク代） 

【時間】開場 11:00／ 開演 11:30 

【出演】愛乙女☆DOLL、Luce Twinkle Wink☆、アフィリア・サーガ、drop、まねきケチャ、放課後プリンセス、palet、ヤなことそっとミュート、ディア

☆、Party Rockets GT 
 

MagicSong vs ライブ Vol.2（ゲスト：桃色革命） 
【日程】2016 年 11 月 29 日（火） 

【会場】AKIBA カルチャーズ劇場 

【時間】開場 18:30／開演 19:00 

【チケット】前売 2500 円／当日 3000 円（別途ドリンク代 500 円） 
 

東武百貨店池袋店 屋上スカイデッキ広場 （アイドルカレッジ合同）※観覧フリー 
【日程】12 月 3 日（土） 

【時間】時間未定 

【内容】ミニライブ & 特典会  
 

MagicSong vs ライブ Vol.3（ゲスト：A 応 P） 
【日程】2016 年 12 月 20 日（火） 

【会場】AKIBA カルチャーズ劇場 

【時間】開場 18:30／開演 19:00  

【チケット】前売 2,500 円／当日 3,000 円（別途ドリンク代 500 円） 
 

changes of life vol.14（名古屋ライブ） 
【日時】 2016 年 12 月 28 日（水） 

【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） 

【料金】前売り 3000 円／当日 3500 円（別途ドリンク代 600 円） 

【出演】アフィリア・サーガ / ANNA☆S / CAMOUFLAGE / Star☆T / Sola Sound / 柊木りお / 愛乙女☆DOLL (五十音順) 

応募フォーム https://goo.gl/1SVqU0 
 

アフィリア・サーガ主催ライブ「MagicSong〜Winter2017」 
【日程】2017 年 1 月 9 日（祝月） 

【会場】渋谷 WWWX 

【時間】12:15 開場 12:45 開演 

【料金】メッセージ付き優先入場券 5,000 円 前売り 3,500 円 当日 4,000 円（別途 D 代 600 円） 

【出演】アフィリア・サーガ、イケてるハーツ、桃色革命、Chu-Z 
 

 

株式会社 MAGES.（Stand-Up! Records） 
〒108-0073 東京都港区三田 3-13-16 三田 43MT ビル 6F 

コンテンツ事業部 TEL： 03-6822-9381 FAX：03-6722-0503 
 


