
純情のアフィリア、待望のワンマンLIVE映像化！ 
Blu-rayで発売決定！！ 

 
 

コロナ禍において LIVE 活動が制限されていた中、感染予防対策に配慮し７月２５日（土）に恵比寿ガーデンホールにて行われた５ヶ月ぶりのワンマン LIVE
公演「君と 9 人のエトランジェ プロローグ -DAY-/-NIGHT-」が待望の映像化！！ 

制限はある中でも心を「開放」し感動を呼んだステージの Blu-ray 発売が２０２１年１月２０日に決定しました。 
 
特典映像としてライブ舞台裏のドキュメント映像、オフショットを収録！ 

初回封入特典にはプレイパスが封入されます。ご予約をお忘れなく！ 
 
 

ワンマンライブで初公開された新曲 MV YouTube で公開中！ 
 
純情のアフィリア 「奇跡と魔法のクロニクル」 https://www.youtube.com/watch?v=A5LGc1BowpY  

Producer：山本大介(629inc.)  
Director：今村繁 (かろみスタジオ)  
Production Manager：西牧玲(629inc.)  

Camera：水越雄也 (629inc.) 
 
 

◆商品概要 
 

■本編 

【昼公演】 Blu-ray1 枚組 ※プレイパス対応  

1. Opening 

2. Spark In My Heart～世界が終わるとしても～ 

3. ネプテューヌ☆サガして  

4. 究極アンバランス！ 

5. はじめての SEASON 

6. Embrace Blade 

7. Never say Never 

8. ヴィーナスと蒼き七つの海 

9. BitterSweet（アミナ、ベール、ミイミ） 

10. 起・承・転・結・序・破・急（カオリ、カナ、ユミ） 

11. Nighty night～オヤスミセカイ～（セラ、クロエ、アンナ） 

12. RE:QUEST 

13. それだけが、生きる意味なんだ  

14. JUICY☆GIRL 

15. 魔法のチョコレート伝説 

昼公演 

https://www.youtube.com/watch?v=A5LGc1BowpY


16. スキハ無敵 

 

■特典映像 

～純情のアフィリア ワンマンライブ「君と 9 人のエトランジェ プロローグ -DAY-」 オフショット～ 

 

【夜公演】 Blu-ray1 枚組 ※プレイパス対応 

1. Opening 

2. Lotus Land-桃源郷- 

3. I WANT TO GROW 

4. この世界に魔法なんてないよ 

5. 残酷のバベル 

6. Like? or Love? 

7. Lost In The Sky 

8. 純情 Myself 

9. Nighty night～オヤスミセカイ～（セラ、クロエ、アンナ）  

10. BitterSweet（アミナ、ベール、ミイミ） 

11. 起・承・転・結・序・破・急（カオリ、カナ、ユミ）  

12. RE:QUEST 

13. 奇跡と魔法のクロニクル 

14. ⾮合理的かつ訂正不能な思い込み 

15. ⼥神さまのポイントカード  

16. この歌に永遠の愛を捧ぐ 

17. それだけが、生きる意味なんだ 

 

■特典映像 

～純情のアフィリア ワンマンライブ「君と 9 人のエトランジェ プロローグ -NIGHT-」 オフショット～ 

 

【初回封入特典】プレイパス封入  

価格¥6,000＋税 品番：＜昼公演＞USSW-50047 ＜夜公演＞USSW-50048 

※プレイパス(R)は、レコチョクが提供するデジタルコンテンツのサービスです。 

購入した Blu-ray に封入されているカードに記載された「QR コード」または「プレイパスコード」を登録することで、スマートフォンで楽曲・動画を再生できます。 

 

発売元：Stand-Up! Records      販売元：MAGES. 

 

※本商品は純情のアフィリア全国ツアー「RE:QUEST-君と魔法のエトランジェ-」公演最終日２０２０年１２月２６日（土）に LIVE 会場で先行販売を実

施します。 

 

 

◆ツアー概要 
 

 

純情のアフィリア ワンマンツアー2020 「RE:QUEST-君と魔法のエトランジェ-」 

▼11 月 21 日(土)：横浜 BAYSIS  

▼11 月 23 日(祝)：長野市芸術館アクトスペース  

▼11 月 28 日(土)：名古屋ボトムライン 

▼12 月 6 日(日)：大阪 BANANA HALL 

▼12 月 26 日(土)：大手町三井ホール（ツアーファイナル） 

▼2021 年 1 月 11 日(月祝)：沖縄ガンガラーの谷（エピローグ）  

 

 

特設サイト http://stand-up-project.jp/live/j-afilia_2020tour 

 

 

 

 

 

 

夜公演 

http://stand-up-project.jp/live/j-afilia_2020tour


◆純情のアフィリア 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 400 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、Tokyo Dome City Hall、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。 

 

2015 年 11 月 18 日に発売された 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）は、デイリーチャート 2 位、ウィークリーチャート７位を記録。2016

年 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。 

2016 年 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！ 

2017 年１月２５日に発売した 18th シングル「魔法のチョコレート伝説」はウィークリーチャート

８位を記録。連続シングルベストテン記録。 

2017 年 6 月「アフィリア・サーガ」から改名、新メンバー加入など大改革を発表。 

TV アニメ「はじめてのギャル」OP テーマ、TV アニメ「俺が好きなのは妹だけど妹じゃない」の ED

テーマ「起・承・転・結・序・破・急」、TV アニメ「痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思い

ます。」OP テーマを担当。 

最新シングルオリコンデイリーチャート 5 位、ウィークリーチャート 8 位獲得。イベントを各地で開

催中のほか、単独定期公演も開催中。 

いま、「もっとも近い、会えるアイドル」として渚カオリ／葉山カナ／優希クロエ／寺坂ユミ／桜田アンナ／夏目ベール／雨森セラ／東城アミナの 8 名で活

躍中！ 

 

◆純情のアフィリア member  
 

渚カオリ          葉山カナ          優希クロエ         寺坂ユミ          桜田アンナ 

https://twitter.com/Kaori_afilia    https://twitter.com/kana_afilia    https://twitter.com/Chloe_J_Afilia  https://twitter.com/129Ym_afilia   https://twitter.com/j_afilia_anna  

https://www.instagram.com/kaorinsta_/    https://www.instagram.com/s2kana02/   https://www.instagram.com/chloe_j_afilia/ https://www.instagram.com/129Ym/    https://www.instagram.com/iamannakawaii/        

夏目ベール         雨森セラ           東城アミナ 

https://twitter.com/BeeL_afilia_      https://twitter.com/afilia_serrah        https://twitter.com/amina_chan_ 

https://www.instagram.com/beel_inst/     https://www.instagram.com/___serrah___/     https://www.instagram.com/amina_chan__/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【純情のアフィリア 公式 HP】https://j-afilia.jp/ 

【公式ツイッター】https://twitter.com/AfiliaSaga 

【公式 LINE】https://line.me/R/ti/p/%40afiliasaga   

【Stand-Up!Records 公式サイト】http://stand-up-project.jp 
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◆最新情報 
 

・集英社『週刊ヤングジャンプ』「サキドルエース SURVIVAL SEASON10～new idol lottery～」優希クロエ 総合優勝 表紙巻頭特集掲載 

・アークシステムワークス「GUILTY GEAR -STRIVE-」優希クロエ 公式アンバサダー（オフィシャルコスプレイヤー）として活動中 

・テレビ東京「田村淳が豊島区池袋」毎週日曜深夜 2:05～放送 池袋 KAWAII プロジェクトコーナーに優希クロエ出演  

・バロックジャパンリミテッド「R4G」ブランド 優希クロエ コラボ決定 https://r4g.jp/news/20201022_01/ 

・YouTube ドラマ「ホラーちゃんねる」優希クロエ出演 https://www.youtube.com/c/HorrorChannelJapan 

・品川ヒロシ監督 新作映画「リスタート」 出演 

・WOWOW オリジナルドラマ 異世界居酒屋「のぶ」優希クロエ、葉山カナ出演 https://www.wowow.co.jp/drama/original/nobu/ 

・純情のアフィリア ダブル A 面シングル「Like or Love?／究極アンバランス！」発売中 

 

【レギュラー情報】 

・MIRAI 系アイドル TV   MC:品川祐、庄司智春(品川庄司) 

～未来に活躍するアイドルを創造・発掘・育成する新型未来系バラエティ番組～ 

放送局、放送日: <TOKYO MX> 毎週水曜 26:05～26:35 

<サンテレビ> 毎週土曜 24:30～25:00  

・ゲーマーズ YouTube 「筒井と純情のアフィリアのゲマゲマ放送局」渚カオリ、優希クロエ レギュラーパーソナリティ出演中 

https://www.gamers.co.jp/corner/cc/j_afilia_tsutsui/cd/546/ 

・秋田書店「声優パラダイス」優希クロエ グラビア連載中 

・夢展望「Dear my love」ブランド 優希クロエ、雨森セラ レギュラーモデル担当中 

・「ヴァンガード zero」TVCM、広告等「VANGIRLS」広報担当として寺坂ユミ活動中 

・ゲームとアニメの情報バラエティ「木曜だからゲッチャ」渚カオリ、葉山カナ、寺坂ユミ アシスタント出演中  

・文化放送 超！Ａ＆Ｇ＋「アフィリアの魔法学院放送部！」毎週土曜 12:30-13:00 (更新隔週日曜日) 

夏目ベール＆桜田アンナ パーソナリティ出演中 http://www.agqr.jp/timetable/streaming.php 

 

 

 
 

■お問い合わせ■ 

株式会社 MAGES. http://mages.co.jp/ 

https://mages.co.jp/mailform/standup/mailform.html 
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