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株式会社アスガルド
『DYNAMIC CHORD JAM&JOIN!!!!』
2018 年４月 28 日(土)から
事前登録応援キャンペーン第３弾を実施！
当社の連結子会社であります、株式会社アスガルド（本社：東京都千代田区、代表：神
尾剛）は、2018 年サービス開始を予定しているバンドマン応援ゲーム『DYNAMIC CHORD
JAM&JOIN!!!!』（略称、『ダイジャム』
）の、事前登録応援キャンペーン第３弾の実施をお知
らせいたします。

女性向けシチュエーションゲームや CD を多く展開する honeybee black レーベルの人気タ
イトル『DYNAMIC CHORD』シリーズがスマホ向けアプリになって登場!!
Twitter にて豪華プレゼントが当たるキャンペーンの第３弾を展開!!
KYOHSO、Liar-S、[rêveparfait]、apple-polisher の４バンドが今度はアプリで活躍する。
事前登録応援キャンペーン第 3 弾として 2018 年４月 28 日
（土）15:00～2018 年５月７日（月）
14:59 まで（計９日間）、Twitter にて豪華プレゼントが当たるキャンペーンを展開!!
キャンペーンページ： https://dcjjapp.com/tw_campaign01/
★事前登録応援キャンペーン第３弾を 開始！
事前登録応援キャンペーン第 3 弾として 2018 年４月 28 日（土）から、Twitter にて豪華プ
レゼントが当たるキャンペーンを展開!!
公式 Twitter アカウント（@dcjandj）をフォローしてキャンペーンツイートをリツイート
するだけで、抽選で毎日 30 名様（計 270 名様）に、『DYNAMIC CHORD JAM&JOIN!!!!』オリ
ジナルデザインの Quo カード 1,000 円分が当たります！

■実施期間■
2018 年４月 28 日（土）15:00 ～ 2018 年５月７日（月）14:59 まで（計９日間）
■実施形式■
上記期間中は毎日※１回ずつ、公式アカウントからキャンペーンツイートを行います。１
ツイートに対して１回、全期間で最大 9 回ご参加いただけます。
※15:00 ～ 翌 14:59 が１日の期間となります。

■応募資格・条件■
・日本国内にお住まいの方。
・Twitter アカウントをお持ちの方。
・『DYNAMIC CHORD JAM&JOIN!!!!』公式 Twitter（@dcjandj）をフォローしていること。
・ご応募は１日１回限りとさせていただきます。
・必ずご自身のアカウントを「公開」にした状態でご参加ください。
■参加の手順■
1.@dcjandj のアカウントをフォロー
2.キャンペーンツイートをリツイートしよう！
3.リツイートが済んだら、『DYNAMIC CHORD JAM&JOIN!!!!』公式アカウントからのリプライ
で当落結果が判明！
4.当選者へのご連絡は、キャンペーン終了後、
『DYNAMIC CHORD JAM&JOIN!!!!』公式アカウ
ントより Twitter のダイレクトメッセージにて行います！
■注意事項■
・ユーザー名、プロフィール等を設定していないアカウントでは Twitter の仕様上参加と
みなされない場合がございます。
・Twitter アカウント開設後、メールアドレス認証が済んでいないアカウントでは Twitter
の仕様上参加とみなされない場合がございます。
・引用リツイートでは当落のリプライをお送りすることはできませんので、公式リツイー
トでご参加ください。
・リツイート後に Twitter ユーザー名を変更された場合、当落のリプライをお送りするこ
とができませんのでご注意ください。
・ご応募後に Twitter を退会された場合は、無効となりますのでご注意ください。
・フォローを解除された場合、当選対象外となりますのでご注意ください。
・Twitter の仕様上、当落のリプライが届くまでに数日お時間をいただく場合がございます。
・抽選の方法、結果に関してお問い合わせいただきましても、お答えできませんのでご了
承ください。
・投稿していただいたリツイートが、反映されるまでにお時間がかかる場合がございます。
・投稿されたリツイートは、本キャンペーンが終了するまで、削除しないようにお願いい
たします。
・ツイート投稿によって発生したトラブルにつきましては、本キャンペーンでは一切責任
を負いかねますので、予めご了承ください。本条件に予めご同意いただいた上でご参加く
ださい。
・Twitter 社が提供するサービスのメンテナンスや不具合が発生した場合など、Twitter へ

のログインが行えない、投稿ができないなどの状況が発生し、ご参加いただけない可能性
がございます。
・ダイレクトメッセージを受信拒否設定されている場合、当選者へのダイレクトメッセー
ジをお送りすることができなくなりますので、必ず解除した状態でご参加ください。
・当選者へダイレクトメッセージにて通知させていただいた後、期間内にご返信が無い場
合は、当選権利を放棄したものとさせていただきます。
・プレゼント内容は予告なく変更や中止することがあります。予めご了承ください。
・当選の権利は当選者ご本人のものとし、第三者への譲渡はできません。
・当選した景品の譲渡・転売はご遠慮ください。
■『DYNAMIC CHORD JAM&JOIN!!!!』とは
honeybee black が贈るバンド音楽の楽しさや甘く激しい恋愛をテーマにした乙女向け作品
『DYNAMIC CHORD』（ダイナミックコード）のアプリ版。
本作『DYNAMIC CHORD JAM＆JOIN!!!!』では、プレイヤーはライブハウスのスタッフとなり、
バンドマン達の音楽活動を影ながら応援する。
■あらすじ
らん てつ
ここは、音楽の街、そしてバンドマンの憧れの地“藍鉄区”。
ライブハウス『VIVIANITE』のオーナー・ジンは、とあるライブの終了後、音楽事務所兼レ
コード制作会社、DYNAMIC CHORD 株式会社の代表取締役・伊澄久臣に相談事をもちかけた。
その内容は、
『VIVIANITE ２号店』をオープンするため、それに絡んだイベントをできない
か…というもの。
ちょうど似たような構想を抱えていた伊澄から、ひとつのアイデアが出る。
大型音楽イベント『藍鉄 Rock Fes』の開催！
早速、フェス開催のため、DYNAMIC CHORD 所属アーティストの中でも、特に人気と話題をほ
しいままにする４組のバンドグループに声がかかる。
激しさを持ちつつ妖艶なロックサウンドが特徴の KYOHSO（キョーソー）
エモーショナルなロックサウンドで注目を集めている Liar-S（ライアーズ）
ロックとポップスを融合させたプログレッシブサウンドの[reve parfait]（レーヴ パッ
フェ）
ダンスナンバーとロックをミックスさせたサウンドで話題の apple-polisher（アップルポ
リッシャー）
４バンド、総勢 16 人のバンドマンたちは、現在、あらゆるライブシーンで活躍している。
ここで語られる物語は、
そんな彼らの日々の音楽活動からプライベートの素顔を追いかける、
ドキュメンタリーである。
そして、あなたは、
『VIVIANITE』の新人スタッフとなって、彼らの音楽活動を支えていく。
果たして、彼らは、『藍鉄 Rock Fes』を成功に導けるのか…

■DYNAMIC CHORD 所属バンド
【KYOHSO(キョーソー)】

Dr.SHINOMUNE

Ba.YUU

Vo.YORITO

Gt.TOKIHARU

CV:八代拓

CV:石川界人

CV:森久保祥太郎

CV:立花慎之介

ヴォーカルの YORITO を中心に結成。
激しさを持った妖艶なロックサウンドが特徴のバンド。
圧倒的な存在感のある演奏とライブパフォーマンスに魅了されるファンは国内に留まらず、
世界に広がっている。

【Liar-S(ライアーズ)】

Gt.珠洲乃千哉

Gt&Vo.檜山朔良

Dr.結崎芹

Dr. 榛名宗太郎

CV:岡本信彦

CV:寺島拓篤

CV:柿原徹也

CV: 斉藤壮馬

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し
ている。

【[rêve parfait]（レーヴ パッフェ）】

Gt.Rook

Vo.King

Ba.Bishop

Dr.Knight

CV:鳥海浩輔

CV:江口拓也

CV:木村良平

CV:広瀬裕也

ドラムの Knight が描く独特の世界観を持つ歌詞と、ロックとポップスを融合させた個性的
なサウンドを持ち味としている。メンバーが高校生の時に結成したバンドで、バンドモチ
ーフはチェス。

【apple-polisher（アップルポリッシャー）】

Ba.Kuro

Vo.NaL

Dr.Toi

Gt.UK

CV:梅原裕一郎

CV: 蒼井翔太

CV:櫻井孝宏

CV:中島ヨシキ

ギターの UK を中心に結成され、日本だけでなく海外でのライブ経験も多く持つ。グローバ
ルに活動を広げ、ダンスナンバーや R&B をミックスさせた多彩な音楽性を生かしたサウン
ドが特徴のバンド。

■ゲーム概要
【タイトル】

DYNAMIC CHORD JAM&JOIN!!!!

【配信開始日】

2018 年リリース予定

【価格】

基本無料（一部課金アイテムあり）

【カテゴリー】

バンドマン応援ゲーム

【対応 OS】

iOS/Android

【公式サイト URL】

http://dcjjapp.com/

【公式 Twitter】

https://twitter.com/dcjandj

■株式会社アスガルド 会社概要
【会社名】

株式会社アスガルド

【代表】

代表取締役 神尾 剛

【所在地】

東京都千代田区岩本町３丁目５番８号 岩本町シティプラザ３Ｆ

【設立】

平成９年 12 月１日

【URL】

https://www.asgard-japan.com/index.html

■本リリースに関するお問合せ窓口
株式会社アスガルド プロモーション担当
TEL: 03-5822-4117
FAX: 03-5822-4118
HP: http://www.asgard-japan.com/
E-Mail: info@asgard-japan.com

