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Release Information

総合プロデュース 西川貴教 × 企画・原作 志倉千代丸が贈る
BIG アイドルプロジェクト

「B-PROJECT」アニメ 3 期始動！
「THRIVE LIVE2020」ライブ Blu-ray&DVD 化決定！
「B-PROJECT」初となるコンシューマーゲーム化決定！
株式会社 MAGES. (東京都港区、代表取締役会長:志倉千代丸、代表取締役社長:本荘健吾)は、2020
年 11 月 21 日（土）18 時より幕張メッセ 幕張イベントホールにて、「B-PROJECT THRIVE
LIVE2020 -MUSIC DRUGGER-」を開催しました。本イベントには、THRIVE メンバーの豊永利行（金
城剛士役）、花江夏樹（阿修悠太役）、加藤和樹（愛染健十役）が出演し、10 月 7 日に発売した 6th
Single 曲「Wrap Wrap」「I'm your Ghost」をはじめとするライブパフォーマンスやショートドラマを
披露しました。
また、本イベントの終演後の会場で上映した特報映像にて、「B-PROJECT」アニメ 3 期始動、「BPROJECT THRIVE LIVE2020 -MUSIC DRUGGER-」ライブ Blu-ray&DVD 化、「B-PROJECT」史上初
となるコンシューマーゲーム化を発表しました。
なお、明日 11 月 22 日（日）、明後日 23 日（月・祝）には、THRIVE LIVE2020 と同会場の幕張イ
ベントホールにて、「B-PROJECT REALMOTION LIVE 2020」も開催いたします。ライブ配信チケット
も販売中です。

待望のアニメ 3 期始動！
2016 年 7 月クールで放送されたアニメ第 1 期、2019 年 1 月クールで放送されたアニメ 2 期に続く、
待望のアニメ 3 期の始動を発表しました。今後の続報にご期待ください。

「THRIVE LIVE 2020」ライブ Blu-ray&DVD 化決定＆先行予約受付開始！

《LOVE&ART OFFICIAL FANCLUB・キャラアニにて特典つき先行予約受付開始！》
受付期間：2020 年 11 月 21 日（土）19:00～2020 年 11 月 30 日（月）23:59 まで
※一般販売店・各 EC サイトでの予約開始は、11 月 24 日（火）以降、順次対応予定となります。
商品名：B-PROJECT THRIVE LIVE2020 -MUSIC DRUGGER発売日：2021 年 5 月 26 日（水）

【LOVE&ART OFFICIAL FANCLUB プラチナプラン会員限定特典付き Blu-ray＜初回生産限定盤＞】
価格：8,500 円（税別）
《予約 URL》
https://axelstore.jp/loveandart/detail.php?goods_id=1879
《特典》
・早期予約特典（～11/30 まで）
：MUSIC DRUGGER スペシャルブロマイド（2L 判）全 1 種
・LOVE&ART OFFICIAL FANCLUB プラチナプラン会員限定特典付き Blu-ray＜初回生産限定盤＞特典：
雪広うたこ撮り下ろしキービジュアルを使用したホログラム BIG 缶バッジ 1 個
・特典映像
・封入特典：新規描き下ろし SD トレーディングアクリルキーホルダー（全 3 種からランダムで 1 個封入）
【キャラアニ】
Blu-ray<初回生産限定盤＞：8,000 円（税別）
《特典》
・早期予約特典（～11/30 まで）
：MUSIC DRUGGER スペシャルブロマイド（2L 判）全 1 種
・特典映像
・封入特典：新規描き下ろし SD トレーディングアクリルキーホルダー（全 3 種からランダムで 1 個封入）
Blu-ray＜通常盤＞：7,300 円（税別）
DVD＜通常盤＞：7,000 円（税別）
《予約 URL》
https://www.chara-ani.com/pickup.aspx?p=bpro_thrivelive2020pkg

「B-PROJECT 流星＊ファンタジア」Nintendo Switch™でゲーム化決定！

「B-PROJECT」初となるコンシューマーゲーム「B-PROJECT 流星＊ファンタジア」が、Nintendo

Switch™にて発売決定！ 発表にあわせ、ティザームービーとティザーサイトを公開し、公式 Twitter も
始動しました。
本作のシナリオは、B-PROJECT の 5 年の歴史を詰め込みながら、メンバー14 人それぞれの人生にス
ポットを当てたファン待望の内容となっており、これまで語られなかった彼らの素顔が鮮やかに描かれ
ます。
物語を彩るのは新規楽曲と、豪華声優陣によるフルボイス。その他詳細は随時発表していきますので、
続報にご期待ください！

タイトル：B-PROJECT 流星＊ファンタジア
機種：Nintendo Switch™
音声 ：フルボイス
CERO：審査予定
キャスト：
【キタコレ】北門倫毘沙：小野大輔／是国竜持：岸尾だいすけ
【THRIVE】金城剛士：豊永利行／阿修悠太：花江夏樹／愛染健十：加藤和樹
【MooNs】増長和南：上村祐翔／音済百太郎：柿原徹也／王茶利 暉：森久保祥太郎
野目龍広：大河元気／釈村帝人：増田俊樹
【KiLLER KiNG】寺光唯月：西山宏太朗／寺光遙日：八代 拓／不動明謙：千葉翔也／殿 弥勒：江口拓也
ほか
発売：MAGES.（LOVE&ART）
ティザームービーURL：https://youtu.be/6jF_oZ4mGPg
ゲーム公式サイト URL：http://www.bprogame.com/
ゲーム公式 Twitter：@BPRO_game

最新情報は公式 HP、SNS、公式ラジオ『ガンダーラ BB＋』にて公開！
【B-PROJECT 公式サイト】http://bpro-official.com
【B-PROJECT 公式ツイッター】https://twitter.com/Bpro_info
【LOVE&ART OFFICIAL FANCLUB】https://www.loveandart.jp/
同会場にて 11 月 22 日・23 日に REALMOTION LIVE 開催！ ライブ配信チケット販売中！
「B-PROJECT REALMOTION LIVE 2020」
日程：2020 年 11 月 22 日（日）、11 月 23 日（月・祝）
場所：幕張メッセ 幕張イベントホール
出演：B-PROJECT
【キタコレ】北門倫毘沙／是国竜持
【THRIVE】金城剛士／阿修悠太／愛染健十
【MooNs】増長和南／音済百太郎／王茶利 暉／野目龍広／釈村帝人
【KiLLER KiNG】寺光唯月／寺光遙日／不動明謙／殿 弥勒
※キャストご本人の登壇はございません。
＜ライブ配信プラットフォーム＞
Streaming+
＜ライブ配信チケット価格＞
4,000 円（税別）
＜ライブ配信開始時間＞
【11 月 22 日 第 1 部】2020 年 11 月 22 日(日) 14 時 30 分 (予定)
【11 月 22 日 第 2 部】2020 年 11 月 22 日(日) 19 時 00 分 (予定)
【11 月 23 日 第 1 部】2020 年 11 月 23 日(月・祝) 12 時 00 分(予定)
【11 月 23 日 第 2 部】2020 年 11 月 23 日(月・祝) 16 時 00 分(予定)
＜視聴可能期間＞
【11 月 22 日公演】2020 年 11 月 23 日 23:59 まで
【11 月 23 日公演】2020 年 11 月 24 日 23:59 まで
＜販売期間＞
【11 月 22 日公演】2020 年 11 月 9 日(月) 18:00～2020 年 11 月 23 日(月・祝) 20:00 まで
【11 月 23 日公演】2020 年 11 月 9 日(月) 18:00～2020 年 11 月 24 日(火) 20:00 まで
ライブ公式サイト：http://bpro-official.com/event/realmotionlive2020/
ライブ配信チケット購入 URL：http://w.pia.jp/t/realmotion/

B-PROJECT とは

キタコレ、THRIVE（スライブ）、MooNs（ムーンズ）
、KiLLER KiNG（キラーキング）

４グループ 14 名による BIG アイドルプロジェクト

≪B-PROJECT 企画概要≫
【総合プロデュース】西川貴教【企画・原作】志倉千代丸 【キャラクターデザイン】雪広うたこ 【原作元】MAGES.

≪キャスト≫
【キタコレ】北門倫毘沙：小野大輔／是国竜持：岸尾だいすけ
【THRIVE】金城剛士：豊永利行／阿修悠太：花江夏樹／愛染健十：加藤和樹
【MooNs】増長和南：上村祐翔／音済百太郎：柿原徹也／王茶利 暉：森久保祥太郎／野目龍広：大河元気／釈村帝人：増田俊樹
【KiLLER KiNG】寺光唯月：西山宏太朗／寺光遙日：八代 拓／不動明謙：千葉翔也／殿 弥勒：江口拓也

≪LOVE&ART OFFICIAL FANCLUB にて公式ラジオ番組配信中！≫
番組タイトル：B-PROJECT ラジオ『ガンダーラ BB＋』
放送スケジュール：毎月第 2 金曜日 22:00～23:00
YouTube Live 配信 URL（LOVE&ART チャンネル）
：https://loveandart.jp/contents/

【B-PROJECT 公式サイト】http://bpro-official.com
【B-PROJECT 公式ツイッター】https://twitter.com/Bpro_info
【LOVE&ART OFFICIAL FANCLUB】https://www.loveandart.jp/

報道関係の皆様からのお問い合わせ先
LOVE＆ART （株式会社 MAGES.） コピーライト：© B-PROJECT
〒108-0073 東京都港区三田 3-13-16 三田 43MT ビル 6F
宣伝担当：IP ビジネス本部
E-mail dp-ip-pr@mages.co.jp ／ TEL：03-6866-0715

