
 
 

 

 

 

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、総合プロデュース 西川貴教

×企画・原作 志倉千代丸の強力タッグが送る BIG アイドルプロジェクト『B-PROJECT』（通称：B プロ）について、キタ

コレ 6th シングル「Life is Swingin' Groovin' Show」の最新情報を公開いたしました。 

 

  2/3 発売 MooNs 6th SINGLE「Life is Swingin' Groovin' Show」ジャケットを公開！     

 同事務所の MooNs と共通となる、初回生産限定盤の特典缶バッジデザインも公開！       
 

2 月 3 日に発売となる、キタコレ 6th SINGLE「Life is 

Swingin' Groovin' Show」の撮り下ろしジャケットを公開

しました。ジャケットには、キタコレ（北門倫毘沙（cv.小野

大輔）、是国竜持（cv.岸尾だいすけ））の 2 名が、お互いに手

を繋ぎ、もう片方の手をカメラへ向かって笑顔で差し出す姿

が写されています。 

 

 

初回生産限定盤特典となる缶バッジのデザインも公開しました。特典缶バッジは、ダイコク・プロダクション所属の

キタコレ（北門倫毘沙、是国竜持）、MooNs（増長和南、音済百太郎、王茶利 暉、野目龍広、釈村帝人）の全 7 種より

1 種がランダム封入となり、1 月 6 日に発売となる MooNs 6th シングル「Non stop fallin' love!」と共通のラインナ

ップとなります。 

また、ジャケットと同絵柄を使用した店舗オリジナル特典の情報・画像も、あわせて解禁しました。 

 

 キタコレ 6th SINGLE 曲を、1/8 放送の「ガンダーラ BB＋」と YouTube にて初公開！        

 

1 月 8 日(金)22 時より放送となる、B-PROJECT 公式ラジオ番組「ガンダーラ BB+」にて、キタコレ 6th SINGLE

の表題曲「Life is Swingin' Groovin' Show」の音源を初解禁します！ 更に同日 23 時からは YouTube にて、表題

曲とカップリング曲「I think I'm in love」のショートサイズムービーも公開となります。雰囲気の異なる 2 つの最新

曲をいち早くお楽しみいただけますので、是非お聞き逃しなく！ 

LOVE＆ART 
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』 

2/3 発売のキタコレ 6th シングル 
「Life is Swingin' Groovin' Show」 
ジャケットデザイン＆特典画像を公開！ 

更に収録曲を 1/8 の公式ラジオ番組＆YouTube にて初公開！ 



 

▼B-PROJECT ラジオ「ガンダーラ BB＋」 
LOVE＆ART が贈る BIG アイドルエンタテインメントプロジェクト B-PROJECT の最新情報をお届けしていき

ます。通常放送は YouTube Live で放送し、更に「LOVE&ART OFFICIAL FANCLUB」プラチナ会員限定で、お

まけ動画も公開！ 

次回放送は、花江夏樹（阿修悠太役）と八代 拓（寺光遙日役）、千葉翔也（不動明謙役）が出演します！ 

 

#64 放送日時：2021 年 1 月 8 日(金)22 時～ 

CAST：花江夏樹（阿修悠太役）、八代 拓（寺光遙日役）、千葉翔也（不動明謙役） 

配信場所：YouTube「LOVE&ART」チャンネル 

https://www.youtube.com/channel/UCvtbgZXQEGo1pxa-PkMP98A  

  

 

▼【B-PROJECT】キタコレ「Life is Swingin' Groovin' Show」ショート ver. 

公開予定日：2020 年 1 月 8 日（金）23 時～ 

公開場所：YouTube「LOVE&ART」チャンネル 

https://www.youtube.com/channel/UCvtbgZXQEGo1pxa-PkMP98A  

 

 

 2021 年２月３日発売 キタコレ「Life is Swingin' Groovin' Show」                                                               
 

キタコレ：北門倫毘沙（cv.小野大輔）是国竜持（cv.岸尾だいすけ） 

 

※新規撮り下ろしジャケット（初回生産限定盤、通常盤共通） 

【初回生産限定盤（CD＋缶バッジ）】品番：USSW-0268／価格：¥1,600（税抜） 

【通常盤（CD）】品番：USSW-0269／価格：¥1,200（税抜） 

 

■初回生産限定盤封入特典：缶バッジ 1 個入り [ダイコク・プロダクション所属のキタコレ（北門

倫毘沙、是国竜持）、MooNs（増長和南、音済百太郎、王茶利 暉、野目龍広、釈村帝人）全 7 種よ

りランダム封入] 

■初回発注分対象メーカー特典：B2 ポスター（ジャケット同絵柄） 

※告知用ポスターと兼用となります。（※初回生産限定盤、通常盤ともに対象） 

 

＜収録曲＞初回生産限定盤・通常盤 共通 

01. Life is Swingin' Groovin' Show 

02. I think I'm in love 

03. Life is Swingin' Groovin' Show -off vocal- 

04. I think I'm in love -off vocal- 

 

 

《店舗オリジナル特典》★各特典デザインは、お送りした画像ファイルをご参照ください 

〇Amazon.co.jp：メガジャケ 

〇あみあみ：2L 判ブロマイド 

〇キャラアニ.com：L 判ブロマイド 

〇ゲーマーズ：2L 判ブロマイド 

https://www.youtube.com/channel/UCvtbgZXQEGo1pxa-PkMP98A
https://www.youtube.com/channel/UCvtbgZXQEGo1pxa-PkMP98A


〇ステラワース：2L 判ブロマイド 

〇セブンネット：ポストカード 

〇ソフマップ・アニメガ（一部店舗除く）：マイクロファイバークロス（15 ㎝×15 ㎝） 

〇タワーレコード（一部店舗除く）：L 判ブロマイド 

〇TSUTAYA RECORDS（※一部店舗除く）／TSUTAYA オンライン：L 判ブロマイド 

〇Neowing：L 判ブロマイド 

〇楽天ブックス：ホログラム調 L 判ブロマイド 

 

〇アニメイト 

【各巻購入特典】L 判ブロマイド 

【全巻購入特典】A4 クリアファイル 

 

〇とらのあな全店(一部店舗除く)・通信販売 

【4 作連動購入特典】三方背スリーブケース 

 

※特典制作の使用素材はジャケット写真と同絵柄となります。 

※詳細は各店舗にお問い合わせください。 

 

 最新情報は B-PROJECT ラジオ『ガンダーラ BB＋』や公式 HP、SNS 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/ 
 

 B-PROJECT  5 か月連続 CD 発売 詳細                                

 

 2020 年 10 月 7 日発売 THRIVE「Wrap Wrap」                                                               
 

THRIVE：金城剛士（cv.豊永利行）阿修悠太（cv.花江夏樹）愛染健十（cv.加藤和樹） 

 

※新規撮り下ろしジャケット（初回生産限定盤、通常盤 共通） 

【初回生産限定盤（CD＋缶バッジ）】品番：USSW-0258／価格：¥1,600（税抜） 

《封入特典》 

① 缶バッジ 1 個入り [ブレイブ・エンタテインメント所属の THRIVE（金城剛士、阿修悠太、愛染健十）、KiLLER KiNG（寺

光唯月、寺光遙日、不動明謙、殿 弥勒）全 7 種よりランダム封入] 

②「THRIVE LIVE 2020 -MUSIC DRUGGER-」先行チケット抽選応募シリアルコード 

【通常盤（CD）】品番：USSW-0259／価格：¥1,200（税抜） 

 

■初回発注分対象メーカー特典：B2 ポスター（ジャケット同絵柄） 

※告知用ポスターと兼用となります。（※初回生産限定盤、通常盤ともに対象） 

 

＜収録曲＞初回生産限定盤、通常盤 共通 

01. Wrap Wrap 

02. I'm your Ghost 

03. Wrap Wrap -off vocal- 

04. I'm your Ghost -off vocal- 

 

 

 

 

 

 

 

 2020 年 11 月 11 日発売 KiLLER KiNG「Good Liar」                                                               



 

KiLLER KiNG：寺光唯月（cv.西山宏太朗）寺光遙日（cv.八代 拓）不動明謙（cv.千葉翔

也）殿 弥勒（cv.江口拓也） 

 

※新規撮り下ろしジャケット（初回生産限定盤、通常盤共通） 

【初回生産限定盤（CD＋缶バッジ）】品番：USSW-0260／価格：¥1,600（税抜） 

【通常盤（CD）】品番：USSW-0261／価格：¥1,200（税抜） 

 

■初回生産限定盤封入特典：缶バッジ 1 個入り [ブレイブ・エンタテインメント所属の

THRIVE（金城剛士、阿修悠太、愛染健十）、KiLLER KiNG（寺光唯月、寺光遙日、不動

明謙、殿 弥勒）全 7 種よりランダム封入] 

■初回発注分対象メーカー特典：B2 ポスター（ジャケット同絵柄） 

※告知用ポスターと兼用となります。（※初回生産限定盤、通常盤ともに対象） 

 

＜収録曲＞初回生産限定盤・通常盤 共通 

01. Good Liar 

02. 虹色プリズム   

03. Good Liar -off vocal- 

04. 虹色プリズム -off vocal- 

 

 2020 年 12 月 2 日発売 B-PROJECT ドラマ CD「Supernova」                                                   
 
特務部第壱翼竜隊キャスト： 

【キタコレ】北門倫毘沙(CV:小野大輔)／是国竜持(CV:岸尾だいすけ) 

【MooNs】増長和南(CV:上村祐翔)／音済百太郎(CV:柿原徹也)／王茶利 暉(CV:森久保祥太郎)／野目龍広(CV:大河元気)／

釈村帝人(CV:増田俊樹) 

 

守護部零壱獣脚隊キャスト： 

【THRIVE】金城剛士(CV:豊永利行)／阿修悠太(CV:花江夏樹)／愛染健十(CV:加藤和樹) 

【KiLLER KiNG】寺光唯月(CV:西山宏太朗)／寺光遙日(CV:八代 拓)／不動明謙(CV:千葉翔也)／殿 弥勒(CV:江口拓也) 

 

《Supernova 特務部第壱翼竜隊 ver.》 

【限定盤（CD2 枚組＋缶バッジ）】品番：USSW-0262／価格：￥3,800（税抜） 

※封入特典：SD 缶バッジ 1 個入り 

全 7 種（TOMOHISA、RYUJI、KAZUNA、MOMOTARO、HIKARU、TATSUHIRO、

MIKADO）から 1 個をランダム封入 

 

【通常盤（CD2 枚組）】品番：USSW-0263／価格：￥3,300（税抜） 

■書き下ろしドラマ「Supernova」 

※特務部第壱翼竜隊 ver.・守護部零壱獣脚隊 ver.共通 

■ドラマ挿入歌、B-PROJECT が歌う新曲 2 曲を収録！ 

「創世 Prelude」／特務部第壱翼竜隊 ※特務部第壱翼竜隊 ver.収録曲 

「Supernova Explosion」／B-PROJECT ※特務部第壱翼竜隊 ver.・守護部零壱獣脚隊

ver.共通収録曲 

 

【収録内容】※限定盤・通常盤 共通 

《DISC 1》 

・ドラマ「Supernova」※特務部第壱翼竜隊 ver.・守護部零壱獣脚隊 ver.共通 

《DISC 2》 

01.Supernova Explosion／B-PROJECT ※特務部第壱翼竜隊 ver.・守護部零壱獣脚隊

ver.共通 

02.創世 Prelude／特務部第壱翼竜隊 

03.Supernova Explosion - Off Vocal - 

04.創世 Prelude - Off Vocal - 

 

■限定盤初回発注分対象メーカー特典：B2 ポスター 特務部第壱翼竜隊 ver. 

【限定盤（USSW-0262）のみ対象】※ジャケット同絵柄、告知用ポスターと兼用となります。 

 



《Supernova 守護部零壱獣脚隊 ver.》 

【限定盤（CD2 枚組＋缶バッジ）】品番：USSW-0264／価格：￥3,800（税抜） 

※封入特典：SD 缶バッジ 1 個入り 

全 7 種（GOSHI、YUTA、KENTO、YUDUKI、HARUHI、AKANE、MIROKU）から 1 個

をランダム封入 

【通常盤（CD2 枚組）】品番：USSW-0265／価格：￥3,300（税抜） 

 

■書き下ろしドラマ「Supernova」※特務部第壱翼竜隊 ver.・守護部零壱獣脚隊 ver.共通 

 

■ドラマ挿入歌、B-PROJECT が歌う新曲 2 曲を収録！ 

「ROAR」／守護部零壱獣脚隊 ※守護部零壱獣脚隊 ver.収録曲 

「Supernova Explosion」／B-PROJECT ※特務部第壱翼竜隊 ver.・守護部零壱獣脚隊

ver.共通収録曲 

 

■限定盤初回発注分対象メーカー特典：B2 ポスター 守護部零壱獣脚隊 ver. 

【限定盤（USSW-0264）のみ対象】 ※ジャケット同絵柄、告知用ポスターと兼用とな

ります。 

 

【収録内容】 ※限定盤・通常盤 共通 

《DISC 1》 

・ドラマ「Supernova」※特務部第壱翼竜隊 ver.・守護部零壱獣脚隊 ver.共通 

《DISC 2》 

01.Supernova Explosion／B-PROJECT ※特務部第壱翼竜隊 ver.・守護部零壱獣脚隊 ver.共通 

02.ROAR／守護部零壱獣脚隊 

03.Supernova Explosion - Off Vocal - 

04.ROAR - Off Vocal – 

 

 2021 年 1 月６日発売 MooNs「Non stop fallin' love!」                                                               
 

MooNs：増長和南（cv.上村祐翔）音済百太郎（cv.柿原徹也）王茶利 暉（cv.森久保祥太郎）野目龍広（cv.大河元気）釈村帝人（cv.増田

俊樹） 

 

※新規撮り下ろしジャケット（初回生産限定盤、通常盤共通） 

【初回生産限定盤（CD＋缶バッジ）】品番：USSW-0266／価格：¥1,600（税抜） 

【通常盤（CD）】品番：USSW-0267／価格：¥1,200（税抜） 

 

■初回生産限定盤封入特典：缶バッジ 1 個入り [ダイコク・プロダクション所属のキタコレ（北門

倫毘沙、是国竜持）、MooNs（増長和南、音済百太郎、王茶利 暉、野目龍広、釈村帝人）全 7 種よ

りランダム封入] 

■初回発注分対象メーカー特典：B2 ポスター（ジャケット同絵柄） 

※告知用ポスターと兼用となります。（※初回生産限定盤、通常盤ともに対象） 

 

＜収録曲＞初回生産限定盤・通常盤 共通 

01. Non stop fallin' love! 

02. 鏡のマスカレード 

03. Non stop fallin' love! -off vocal- 

04. 鏡のマスカレード -off vocal- 

 

 2021 年 5 月 26 日発売 「THRIVE LIVE 2020」ライブ Blu-ray&DVD                       
    

商品名：B-PROJECT THRIVE LIVE2020 -MUSIC DRUGGER- 

  

【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》 

・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： 

https://axelstore.jp/loveandart/detail.php?goods_id=1879


 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 

・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<初回生産限定盤＞】 

価格：8,000 円（税別） 

《特典》 

・特典映像 

・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＞】 

価格：7,300 円（税別）  

【DVD＜通常盤＞】 

価格：7,000 円（税別） 

 

 

 Nintendo Switch™「B-PROJECT 流星＊ファンタジア」                       

 
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 

発売日：未定 

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 

 

 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 

 

 

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 広報宣伝部 
E-mail dp-ip-pr@mages.co.jp ／ TEL：03-6866-0715 


