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株式会社アリスマティック
『DYNAMIC CHORD vocal CD series 2nd』
「Liar-S」の発売日が 12 月１日（水）に決定！
本日９月１日（水）より全店舗にて予約開始！

当社の連結子会社であります、株式会社アリスマティック（本社：東京都文京区、代表取締役：星昌宏、
以下「アリスマティック」という）は、コンシューマーや CD で展開中の『DYNAMIC CHORD』シリーズより
発売が決定した『DYNAMIC CHORD vocal CD series 2nd』において、２つ目のバンドとなる「Liar-S」の
発売日が 12 月１日（水）に決定し、本日９月１日（水）より各店舗様にて予約受付が開始されます事を
ご報告させていただきます。
この『DYNAMIC CHORD vocal CD series 2nd』は前作の『DYNAMIC CHORD vocal CD series』から７年の時
を経て展開される、ファン待望の CD 企画となります。[rêve parfait]・Liar-S・KYOHSO・apple-polisher
という個性豊かな ４バンドの魅力が詰まった CD となりますので、是非ご注目下さい！
なお、いずれの CD もジャケットは新たに撮り下ろされたビジュアルとなっております。

■商品紹介 Liar-S
檜山朔良（CV：寺島拓篤）、珠洲乃千哉（CV：岡本信彦）、

Track List

結崎芹（CV：柿原徹也）、榛名宗太郎（CV：斉藤壮馬）か
らなるバンド Liar-S の新曲、更にライブ前後のドラマト
ラックと、ライブ後の彼との二人きりの甘いひと時を描
く Intimate time を収録。
【Story】
ツアー３か所目、博多公演の本番を控え楽屋で待機する
Liar-S。
いつも通り和気あいあいとマイペースに過ごすメンバー

1.Before the stage
2.欠け続ける月
3.After the stage
4.Intimate time with Sakura
5.Intimate time with Chiya
6.Intimate time with Seri
7.Intimate time with Soutarou
8.欠け続ける月 inst ver.

に、マネージャーの加賀がかけた言葉とは……？
【DYNAMIC CHORD vocalCDseries 2nd】とは？
バンド音楽の楽しさやバンドマンとの恋愛を描いていく本作から、
vocal CD シリーズの第２弾が遂に待望のリリース！
新曲初披露ライブ前後のメンバー達とマネージャーの様子を描くドラマパートの他、
新曲と新曲のインストバージョン、
そしてライブ後、それぞれの恋人として過ごす甘い時間を描いた Intimate time を収録！
vocal CD 第１弾から様々な経験を経て、絆を深めたメンバー達。
そして、より深まったあなたと彼との関係の変化をお楽しみください。
バンド名：Liar-S
読み方：ライアーズ
内省的で情緒に溢れた歌詞を、ストレートながらも激しさを秘
めたエモーショナルなサウンドで彩る正統派ギターロックバン
ド。
楽曲の大半はギターの珠洲乃が作詞作曲を担当。
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DYNAMIC CHORD vocal CD series 2nd Liar-S
2021 年 12 月１日（水）
2021 年９月１日（水）～2021 年 10 月 29 日（金）
※上記期間内でのご予約で発売日にお届け致します。
※新型コロナウイルスの影響でお届けが遅れる可能性がございます。あらかじ
めご了承ください。
honeybee black
CD
Liar-S
2,000 円＋税
差し替えジャケット
※全 4 種のうちランダムで 1 枚封入されます。
４巻収納特製スリーブケース
※オフィシャル通販は対象外です。また、特典の受け取り方法についての詳細
は、各店舗様の販売サイトをご確認ください。
■アニメイト
【通常版】
書き下ろし SS ペーパー（B5 サイズ）
└新曲制作過程やリリース後の彼と過ごす甘い時間を描いた SS
（SS 登場メンバー：檜山朔良）
▽ご予約はこちら
https://www.animate-onlineshop.jp/pd/1968197/
【アニメイト限定盤】
書き下ろし SS ペーパー（B5 サイズ）＋AR 缶バッジ４個セット付
└新曲制作過程やリリース後の彼と過ごす甘い時間を描いた SS
（SS 登場メンバー：檜山朔良）
▽ご予約はこちら
https://www.animate-onlineshop.jp/pd/1968445/
----------------------------------------■ステラワース
書き下ろし SS ペーパー＋ジャケットデザインブロマイド（2L 判）
└新曲制作過程やリリース後の彼と過ごす甘い時間を描いた SS
（SS 登場メンバー：結崎芹）
▽ご予約はこちら
https://www.stellaworth.co.jp/shop/item.php?item_id=j4S92i9ii5F
----------------------------------------■ソフマップ
書き下ろし SS 付ジャケットデザインカード
└新曲制作過程やリリース後の彼と過ごす甘い時間を描いた SS
（SS 登場メンバー：珠洲乃千哉）

▽ご予約はこちら
https://a.sofmap.com/product_detail.aspx?sku=22436663
----------------------------------------■メディコス
書き下ろし SS ペーパー（SS 登場メンバー：榛名宗太郎）
└新曲制作過程やリリース後の彼と過ごす甘い時間を描いた SS
▽ご予約はこちら
https://medicos-e-shop.net/products/detail/6445
----------------------------------------■タワーレコード
ジャケットイラストボーカル単体 L 判ブロマイド（絵柄：檜山朔良）
▽ご予約はこちら
https://tower.jp/item/5234405/
----------------------------------------■HMV
書き下ろし SS ペーパー（SS 登場メンバー：結崎芹）
└ライブ会場へ遠征していたヒロインと彼のお忍びデートを描いた SS
▽ご予約はこちら
https://www.hmv.co.jp/product/detail/12179378
----------------------------------------■アリス NET
書き下ろし SS ペーパー（SS 登場メンバー：珠洲乃千哉）
└ライブ会場へ遠征していたヒロインと彼のお忍びデートを描いた SS
▽ご予約はこちら
http://alicenet-girl.com/shopdetail/000000003448
----------------------------------------■Amazon
書き下ろし SS ペーパー（SS 登場メンバー：榛名宗太郎）
└ライブ会場へ遠征していたヒロインと彼のお忍びデートを描いた SS
▽ご予約はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/B09BC6VLT7/ref=cm_sw_r_tw_dp_C9NXKM4A0850
82GVB1ZD
※販売先システムの都合上、既に apple-polisher、KYOHSO の予約を受け付け
ている場合がございます。
----------------------------------------■オフィシャル通販
はにーしょっぷ ~for limited store~にて販売
ボイスメッセージカード（全 4 種）
└CD1 枚につき、アーティストのボイスメッセージが聴けるカードが
ランダムで１枚封入されます。

書き下ろし SS ペーパー（SS 登場メンバー：檜山朔良）
└ライブ会場へ遠征していたヒロインと彼のお忍びデートを描いた SS
※ボイスメッセージの DL には conca アカウントの作成が必要になります。
※ボイスメッセージカードは数量限定特典となります。予めご了承ください。
※オフィシャル通販での全巻購入特典の実施はございません。
※はにーしょっぷ ～in BOOTH～での販売ではございませんのでご注意くださ
い。
▽ご予約はこちら
https://honeyshop-arithmetic.com/items/612d900f46e30e1735aa3093
更に！KYOHSO・apple-polisher についても発売月が決定！続々解禁予定ですので、お楽しみに！
[reve parfait]・・・ 2021 年 11 月１日（月）
発売月
Liar-S・・・・・・ 2021 年 12 月１日（水）
KYOHSO・・・・・ 2022 年２月発売予定
apple-polisher・・・2022 年２月発売予定
価格
初回予約期間

各 2,000 円+税
[reve parfait]・・・2021 年８月３日（火）～2021 年９月 30 日（木）
Liar-S・・・2021 年９月１日（水）～2021 年 10 月 29 日（金）
KYOHSO・・・未定
apple-polisher・・・未定

商品詳細
予約受付店舗及
び、特典情報

新曲と新曲のインストバージョンのほか、ライブ前後のドラマトラックと、ライブ
後の彼との二人きりの甘いひと時を描く Intimate time を収録。
後日詳細を発表致します。

また、この度の CD リリースを記念して、
『はにーしょっぷ ~for limited store~』にて限定グッズの販
売なども予定しており、今後も随時情報をお伝えしてまいります！
■公式サイト
・DYNAMIC CHORD vocalCD series 2nd 特設サイト
http://www.honeybee-cd.com/dynamic/vocalcd_2nd/
・DYNAMIC CHORD 公式サイト http://www.honeybee-cd.com/dynamic.html
・DYNAMIC CHORD 公式 Twitter https://twitter.com/DYNAMICCHORD
■お問い合わせ先
株式会社アリスマティック
https://www.arith-metic.jp/
MAIL：press@arith-metic.jp
＜IR に関するお問い合わせ先＞
株式会社アエリア IR 担当チーム
MAIL: ir@aeria.jp
以上

