2016 年 3 月 28 日

2.5 次元アイドル応援プロジェクト「ドリフェス！」アニメ化決定！
アニメイトチャンネルにて今夏より配信予定

公式応援アイテム『ドリフェス！カード』
アニメに先駆け 2016 年 5 月下旬より順次発売
株式会社バンダイ（代表取締役社長:川口勝、本社:東京都台東区）は、各社(※3 頁目参照)との共同企画で
2015 年 9 月に始動した 2.5 次元アイドル応援プロジェクト「ドリフェス！」の公式応援アイテム『ドリフェス！カー
ド』を、2016 年 5 月下旬より順次発売します。
『ドリフェス！カード』は本プロジェクトのキーアイテムで、ジャンボカードダス自販機専用商品『ドリフェス！
カード 開演-sideA-』（2 枚 1 セット:300 円･税 8%込、全 30 種）を 2016 年 5 月下旬に、自販機以外で販売する
パック商品『ドリフェス！カード 開演-sideB-』（2 枚 1 セット:324 円･税 8%込/300 円･税抜、全 30 種）を 2016 年
6 月 17 日(金)にそれぞれ発売します。今春には本商品と連動し「ドリフェス！」の「カードでアイドルを応援する
世界」を楽しむことができるスマートフォン向けアイドル応援型ライブリズムゲームアプリ「ドリフェス！」の配信も
予定しています。『ドリフェス！カード 開演-sideA-』の主な販売ルートは全国のジャンボカードダス自販機、『ド
リフェス！カード 開演-sideB-』は全国の玩具店、百貨店・量販店の玩具売場、カード専門店、インターネット通
販などでそれぞれ販売します。主なターゲットは 10～30 代の女性です。
また、2.5 次元アイドル応援プロジェクト「ドリフェス！」の新展開として今夏、アニメ「ドリフェス！」（製作：株式
会社バンダイナムコピクチャーズ）を、アニメイトチャンネルで先行配信します。アプリゲーム・CD・グッズ・ミュー
ジックビデオ・ライブイベントなど多岐に渡るメディアでの展開を予定している「ドリフェス！」に是非ご注目くださ
い。

（左）「ドリフェス！」キービジュアル、（右上）実際のキャスト「DearDream」と2次元のアイドル「DearDream」、（右下）『ドリフェス！カード』

『ドリフェス！カード』はアイドルのブロマイド風の、大判サイズのカードです。全てのカードはキラキラと輝く
「キラ」仕様で、表面には新規描き下ろしの美麗なキャラクターイラストを、裏面はトップス、ボトムス、シューズ
などの衣装のイラストや文字情報、二次元コードを記載しています。コレクションカードとして楽しめるほか、今
春配信予定のアイドル応援型ライブリズムゲームアプリ「ドリフェス！」と組み合わせて遊ぶことで、「ドリフェ
ス！」の「カードでアイドルを応援する世界」を楽しむことができます。
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『ドリフェス！カード』商品概要
■表面■
美麗な描き下ろしイラストを採用したブロマイド風大判カード
縦 118mm×横 83mm のブロマイド風大判カードの表面は表情豊かなキャラクターたちの新規描き下ろしイラス
トで、コレクションカードとして楽しめます。別売の「ドリフェス！カードポーチ」（1 セット 486 円･税 8%込/450 円･
税抜、全 6 種、2016 年 6 月 17 日（金）発売予定）でバッグなどに取り付けて持ち歩くことも可能です。また、カー
ドには N（ノーマル）、R（レア）、HR（ハイレア）、SR（スーパーレア）、UR（ウルトラレア）などの「レアリティ」を設定
しており、「レアリティ」によってカードのデザインや仕様が異なります。

『ドリフェス！カード』 表面デザイン

「ドリフェス！カードポーチ」使用イメージ

※『ドリフェス！カード 開演-sideA-』と『ドリフェス！カード 開演-sideB-』はR（レア）以上のカードで構成しています。

■裏面■
「カードでアイドルを応援する世界」を体感できるアイドル応援型ライブリズムゲームアプリと連動
裏面は、主にアイドル応援型ライブリズムゲームアプリ「ドリフェス！」で楽しむための二次元コードやカードの
ステータスを記載しています。【ファンが想いをのせた『ドリフェス！カード』をアイドルたちがステージ上で受け
取り、使用することで衣装チェンジしたり、特別なステージパフォーマンスを繰り広げる】という「ドリフェス！」の
世界を、本アプリでお楽しみいただくことが可能です。アプリ上で二次元コードを読み取り、トップス、ボトムス、
シューズなどの衣装を好みにコーディネートし、お気に入りのアイドルの衣装をチェンジさせ、ライブリズムゲー
ムを楽しめます。ゲーム内の楽曲は全て「ドリフェス！」オリジナル楽曲で、実際のキャスト「DearDream」が歌唱
しています。アプリリリース時に約 10 曲を収録しており、今後も追加予定です。

『ドリフェス！カード』 裏面デザイン

アイドル応援型ライブリズムゲームアプリ「ドリフェス！」 プレイ画面

■アイドル応援型ライブリズムゲームアプリ「ドリフェス！」■
対応 OS：iOS/Android、価格：無料、配信開始日：2016 年春予定
事前登録受付中 http://pre.dream-fes.com/
※通信料・接続料・パケット通信料はお客様のご負担になります。
＜商品概要＞
商品名
メーカー希望小売価格

発売日
カード種類
カードサイズ
販売ルート
商品名
メーカー希望小売価格

発売日
カード種類
カードサイズ
販売ルート

ドリフェス！カード 開演-sideA2 枚入り：300 円・税 8%込

『ドリフェス！カード 開演-sideA-』
ジャンボカードダス自販機

2016 年 5 月下旬
全 30 種
縦 118mm×横 83mm
全国に設置しているジャンボカードダス自販機

ドリフェス！カード 開演-sideB2 枚入り：324 円・税 8%込/300 円･税抜
2016 年 6 月 17 日（金）
全 30 種

『ドリフェス！カード 開演-sideB-』
パッケージ

縦 118mm×横 83mm
全国の玩具店、百貨店・量販店の玩具売場、カード専門店、インターネット通販

※『ドリフェス！カード 開演-sideA-』と『ドリフェス！カード 開演-sideB-』は異なる 30 種で構成しています。
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アニメ作品「ドリフェス！」アニメイトチャンネルにて今夏より先行配信予定！
●作品概要●
DearDream 結成の物語。
みかみ

はると

あ まみや かなで

ある日突然、レジェンドアイドル三神遙人によってスカウトされた高校 2 年の主人公・天宮 奏 。同じ事務所のアイ
ドルたちの熱い想いを目の当たりにし、負けじとアイドル活動に夢中になっていく。
おいかわ しん

さ

さ

き

じゅんや

かたぎり

そして、元子役でミステリアスな及川慎、誰よりもストイックな佐々木純哉、優しくも内に情熱を秘めた片桐いつ
さわむら ち づる

き、天然で天才肌の沢村千弦と共に、「ドリフェス！」に出場し、CD デビューを勝ち取ることを目指す！
ファンが応援(エール)を込めて贈る「ドリフェス！カード＝ドリカ」を受け止め、奏たちは最高を越えるステージを届
けることができるのか……！？
エ ー ル

応援はドリカが示すもの！！
目指すは、デビューをかけた夢のステージ「ドリフェス！」
●キャスト＆スタッフ
【CAST】
天宮奏
及川慎
佐々木純哉
片桐いつき
沢村千弦

石原壮馬
溝口琢矢
富田健太郎
太田将熙
正木郁

三神遙人

森川智之

アニメイトチャンネルにて今夏より先行配信予定
【STAFF】
原作
原案
シリーズ構成
音響監督

BN Pictures
BANDAI
加藤陽一
菊田浩巳

監督

村野佑太

http://www.animatechannel.com/
海外同時配信 中国は bilibili 動画にて配信決定

2.5 次元アイドル応援プロジェクト「ドリフェス！」参加企業
株式会社バンダイナムコピクチャーズ
株式会社バンダイ
株式会社バンダイナムコライツマーケティング
株式会社ランティス
株式会社アミューズ
株式会社バンダイナムコエンターテインメント
株式会社バンプレスト

（代表取締役社長：宮河恭夫、本社:東京都練馬区）
（代表取締役社長：川口勝、本社:東京都台東区）
（代表取締役社長：竹野史哉、本社:東京都千代田区）
（代表取締役社長：井上俊次、本社:東京都渋谷区）
（代表取締役社長：畠中達郎、本社:東京都渋谷区）
（代表取締役社長：大下聡、本社:東京都港区）
（代表取締役社長：吉川昌之、本社:東京都港区）

「ドリフェス！」展開状況
＜CD＞
■1st シングル「NEW STAR EVOLUTION」2016 年 3 月 16 日(水)より発売中
（1,944 円･税 8%込/1,800 円･税抜、発売元：ランティス 販売元：バンダイビジュアル）
CD「NEW STAR EVOLUTION」

＜誌面＞
■「電撃 Girl’sStyle」（980 円･税 8%込/907 円･税抜、毎月 10 日頃発売、株式会社 KADOKAWA 刊）記事連載中
2016 年 6 月 10 日(金)発売予定の「電撃 Girl’sStyle7 月号」にはオリジナル「ドリフェス！カード」が付属予定
■「シルフ」（630 円･税 8%込/583 円・税抜、毎月 22 日頃発売、株式会社 KADOKAWA 刊）
2016 年 6 月 22 日(水)、7 月 22 日(金)発売の 8 月号、9 月号で読み切り漫画「ドリフェス！」掲載予定
■ムック「ドリフェス！ファンブック」（価格未定、2016 年 7 月発売予定、株式会社 KADOKAWA 刊）
＜WEB ラジオ配信＞
■DearDream のドリフェス！ラジオ
（アニメ・声優系ニュースサイト「アニメイト TV」http://www.animate.tv/radio/dream-fes にて
4 月 16 日(土)より毎週土曜日 19 時配信スタート）
＜イベント＞
■2016 年 6 月、初のドリフェス！ファンイベントを都内で開催予定
ドリフェス！公式サイト：http://www.dream-fes.com
ドリフェス！公式 Twitter：https://twitter.com/dfes_official
バンダイホームページ：http://www.bandai.co.jp/
※本プレスリリースに記載の内容は 2016 年 3 月 28 日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。
※画像は一部開発中のもので、実物とは異なる場合があります。
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