
 
 

 

 

 
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、最新情報を公開いたしました。 

 

  チョコレートベージュ＆チェック柄♥『B-PROJECT Sweet Valentine』グッズが登場！        

 

『B-PROJECT』から、バレンタインをテーマにした新グッズ『B-PROJECT Sweet Valentine』が発売決定！ 本日 2021

年 2 月 12 日（金）18 時より、通販受付を開始しました。 

 

ラインナップは、チョコレートベージュ×チェック柄をモチーフに描き下ろされた“新規 SD イラスト”を使用したグッ

ズやバッグ・ポーチなどのアパレル商品、そして B-PROJECT 新規商品である「ミニトレーディングうちわ」も登場！

ミニうちわの第一弾は今も人気の高い「White Suit」バージョンを発売。 

さらに事務所ごとに発売される２種類のスペシャルセットには今回の Sweet Valentine 描き下ろし SD イラスト仕様

のミニうちわがランダム特典として 1 個付いてきます！ 

また、対象商品のお買い上げ 5,000 円（税込）毎にデカ缶バッジ Sweet Valentine ver.（全 4 種）もランダムで 1 個

付いてくるというボリューム満点なラインナップです。 

 

新規 SD イラストに描かれたメンバーは、チョコレートベージュ×チェック柄を取り入れたバレンタインらしい衣装姿。

チェック柄のカラーは、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）と MooNs（増長和南、

音済百太郎、王茶利 暉、野目龍広、釈村帝人）は青、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）と KiLLER KiNG（寺光唯月、寺光遙日、不動明謙、殿 弥勒）は赤と、事務所別になっています。

また、彼らの傍らには、過去のハロウィンやバレンタイングッズなどでお馴染みの、愛らしい「B プロモンスター」た

ちの姿も！ 

 

 毎年バレンタインシーズンに様々な企画を展開している『B-PROJECT』、今年のバレンタインもお見逃しなく！ 
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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』 

『B-PROJECT Sweet Valentine』 
本日より通販受付開始！ 

5 月 26 日発売 「THRIVE LIVE 2020 -MUSIC DRUGGER-」 
ライブ Blu-ray&DVD の店舗別オリジナル特典のラインナップも決定！ 



【B-PROJECT Sweet Valentine】 
 
▼ラインナップ（全 11 カテゴリー） 

 

Sweet Valentine Special Set -ダイコク ver.- 

価格：13,000 円（税抜）／14,300 円（税込） 

・缶バッジ Sweet Valentine ver.ダイコク 7 種セット 

・Sweet Valentine Tote Bag -ダイコク ver.- 

・Sweet Valentine Mini Wallet -ダイコク ver.- 

・Sweet Valentine Pouch -ダイコク ver.- 

＜セット限定特典＞ 

トレーディングミニうちわ Sweet Valentine ver. 

（ダイコク 7 種から 1 種ランダム封入） 

 

Sweet Valentine Special Set -ブレイブ ver.- 

価格：13,000 円（税抜）／14,300 円（税込） 

・缶バッジ Sweet Valentine ver.ブレイブ 7 種セット 

・Sweet Valentine Tote Bag -ブレイブ ver.- 

・Sweet Valentine Mini Wallet -ブレイブ ver.- 

・Sweet Valentine Pouch -ブレイブ ver.- 

＜セット限定特典＞トレーディングミニうちわ Sweet Valentine ver. 

（ブレイブ 7 種から 1 種ランダム封入） 

 

トレーディング SD アクリルスタンドキーホルダー  

Sweet Valentine ver. （全 14 種） 

価格：600 円（税抜）／660 円（税込） 

 

トレーディングミニうちわ White Suit ver.（全 14 種） 

価格：500 円（税抜）／550 円（税込） 

 

  ※その他のグッズは、以下の特設サイトをご参照ください。 

  ※対象商品のお買い上げ 5,000 円（税込）毎にデカ缶バッジ 

Sweet Valentine ver.（全 4 種）がランダムで 1 個付いてきます。 

 

▼販売期間 

2021 年 2 月 12 日（金）18：00～3 月 14 日（日）23：59 

 

▼特設サイト URL 

http://bpro-official.com/event/sweetvalentine/  

 

▼キャラアニ通販 URL 

https://www.chara-

ani.com/pickup.aspx?p=bpro_sweetvalentine  

 

 「THRIVE LIVE 2020」ライブ Blu-ray&DVD 店舗別オリジナル特典が決定！      
 

2020 年 11 月 21 日（土）に幕張メッセ 幕張イベントホールで

開 催 と な っ た 「 B-PROJECT THRIVE LIVE2020 -MUSIC 

DRUGGER-」を収録した Blu-ray&DVD が、5 月 26 日（水）に発

売となります。 

 

この度新たに、店舗別オリジナル特典のラインナップが決定しま

した！ 是非ご予約ください。 

 

 

 

http://bpro-official.com/event/sweetvalentine/
https://www.chara-ani.com/pickup.aspx?p=bpro_sweetvalentine
https://www.chara-ani.com/pickup.aspx?p=bpro_sweetvalentine


【B-PROJECT THRIVE LIVE2020 -MUSIC DRUGGER-】 
発売日：2021 年 5 月 26 日（水）発売 

出演：THRIVE（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）） 

 

■Blu-ray<初回生産限定盤＞ 

価格：8,000 円（税別）／8,800 円（税込） 

《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）／8,030 円（税込） 

■DVD＜通常盤＞ 

価格：7,000 円（税別）／7,700 円（税込） 

 

【店舗別オリジナル特典】 NEW! 

＜初回限定盤・通常盤 対象＞ 

■アニメイト： ミニイラストポートレート(イラストカード 2 枚付き) 

■ステラワース ：マイクロファイバータオル(200mm×200mm) 

■セブンネットショッピング：アクリルスマホスタンド 

■TSUTAYA RECORDS（※一部店舗除く）／ TSUTAYA オンライン：ポストカード 

■Neowing：ポストカード 

■楽天ブックス：スタンド型カレンダー（2021 年後期） 

＜初回限定盤のみ対象＞ 

■あみあみオンラインショップ：マウスパッド 

■ソフマップ・アニメガ（一部店舗除く）：A4 サイズトートバッグ 

 

※デザインは後日発表いたします。 

※特典は数に限りがございます。 

※特典の詳細については、各店へお問合せください。 

 

▼THRIVE LIVE2020 特設サイト 
http://bpro-official.com/sp/thrivelive2020/  

 

 今夜 2/12（金）21:30 より公式ラジオ「ガンダーラ BB＋」放送！テーマはバレンタイン            

 

本日 2 月 12 日(金)21：30 より放送となる、B-PROJECT 公式ラジオ番組「ガンダーラ BB+」のメールテーマは

『SWEET VALENTINE！自分を甘やかすご褒美』！今回は八代 拓（寺光遙日役）、豊永利行(金城剛士役)、大河元気

（野目龍広役）の 3 名が出演します。 

 

▼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！ 

 

http://bpro-official.com/sp/thrivelive2020/


#65 放送日時：2021 年 2 月 12 日(金)21:30～ ※今回は 30 分早く放送開始します 

CAST：八代 拓（寺光遙日役）、豊永利行(金城剛士役)、大河元気（野目龍広役） 

配信 URL：https://youtu.be/HK54I_dmkDc  

  

 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™／Nintendo Switch™Lite／iOS／Android 

音声：フルボイス 

発売：2021 年 

CERO：審査予定 

キャスト： 

【主人公】澄空つばさ（名前変更可能）：瀬戸麻沙美 

【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 

【OTHER】夜叉丸朔太郎：鳥海浩輔、大黒篤志：興津和幸、大黒修二：浪川大輔 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 

 

 「LOVE&ART OFFICIAL FANCLUB」入会受付中！                             
 

2020 年 9 月、「LOVE&ART」の有料会員向けサービスがリニューアル！「LOVE＆ART」コンテンツのイベントチ
ケット優先受付や、デジタル会員証の発行、限定コンテンツの公開、限定グッズの販売やプレゼント抽選など、会員限
定の特典が多数用意されています。ファンクラブは以下の 2 コース制です。 
 
《プラチナプラン》 
月額 800 円（税別）／880 円（税込） 
「B-PROJECT」を中心とした EVENT（優先応募/チケット先行）、RADIO/STREAM/MOVIE コンテンツ、「TALKING 
STAND MORINOTH」「ちょいも TV」「サイコパスマン」の RADIO/STREAM さまざまなサービスをお楽しみいただけ
ます。 
 
《パールプラン》 
月額 500 円（税別）／550 円（税込） 
「WAVE!!」「明治東亰恋伽」を中心としたコンテンツの EVENT（チケット優先応募）、RADIO/STREAM/MOVIE など
のさまざまなサービスをお楽しみいただけます。 

 

 

 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 

 

https://youtu.be/HK54I_dmkDc
https://youtu.be/6jF_oZ4mGPg
http://www.bprogame.com/


≪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 
右記 メールフォームよりお問い合わせください http://5pb.jp/games/contact   

http://5pb.jp/games/contact

