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株式会社アリスマティック
『DYNAMIC CHORD vocal CD series 2nd』リリース決定！

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、
[rêve parfait]・Liar-S・KYOHSO・apple-polisher ４バンドの『DYNAMIC CHORD vocal CD series 2nd』
の発売が決定しましたことをお知らせいたします。前作の『DYNAMIC CHORD vocal CD series』から７年
を経て、待望の登場となります。
series 2nd 第一弾の販売は、 [rêve parfait]！新たに撮り下ろしたジャケトビジュアルもお楽しみいた
だだけます！

■商品紹介 [rêve parfait]
『DYNAMIC CHORD vocal CD series 2nd [rêve parfait]』のジャケットを一部公開！

TrackList

King（CV 江口拓也）、Bishop（CV 木村良平）、
Rook（CV 鳥海浩輔）、Knight（CV 広瀬裕也）
からなるバンド[rêve parfait]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。
軽快なメロディーとストレートな言葉でつづった歌
詞でギャップが魅力的な [rêve parfait]の１曲。
まだまだとどまるところを知らない彼らの新曲をど
うぞお楽しみください。

1. Before the stage
2. マイマム
Music:Bishop／Lyrics:Knight
3. After the stage
4. Intimate time with Reon
5. Intimate time with Tsumugi
6. Intimate time with Kuon
7. Intimate time with Aki
8. マイマム inst ver.

バンド名：[rêveparfait]
読み方：レーヴパッフェ略：レヴァフェ
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。

Vocal.King

Bass.Bishop

Guitar.Rook

Drums.Knight

CV：江口拓也

CV：木村良平

CV：鳥海浩輔

CV：広瀬裕也

タイトル

DYNAMIC CHORD vocal CD series 2nd [rêve parfait]

発売日

2021 年 11 月１日（月）

初回予約期間

2021 年８月３日（火）～2021 年９月 30 日（木）
※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。

レーベル

honeybee black

メディア

CD

アーティスト

[rêve parfait]

価格

2,000 円＋税

封入特典

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。

法人限定全巻購入

４巻収納特製スリーブケース

特典

※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。

店舗特典情報

■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：King）
▽ご予約はこちら
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/1968196/
【アニメイト限定盤】
書き下ろし SS ペーパー（B5 サイズ）＋AR 缶バッチ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：King）
▽ご予約はこちら
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/1968444/
----------------------------------------■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：Bishop）
▽ご予約はこちら
https://www.stellaworth.co.jp/shop/item_list.php?category_id=&kw=DYNA
MIC+CHORD+VocalCD+series+2nd

----------------------------------------■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：Rook）
▽ご予約はこちら
https://a.sofmap.com/product_detail.aspx?sku=22437203
----------------------------------------■メディコス
書き下ろし SS ペーパー（SS 登場メンバー：Knight）
└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/6255
----------------------------------------■タワーレコード
ジャケットイラストボーカル単体 L 版ブロマイド（絵柄：King/L 判）
▽ご予約はこちら
https://tower.jp/item/5229846
----------------------------------------■HMV
書き下ろし SS ペーパー（SS 登場メンバー：Bishop）
└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/soldout.asp?sku=12093079
----------------------------------------■アリス NET
書き下ろし SS ペーパー（SS 登場メンバー：Rook）
└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/000000003439
----------------------------------------■Amazon
書き下ろし SS ペーパー（SS 登場メンバー：Knight）
└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/B09BC6C7M1

※販売先システムの都合上、既に Liar-S、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

※はにーしょっぷ ～in BOOTH～での販売はございませんのでご注意くださ
い。
・[rêve parfait]メンバーの新曲に関するボイスメッセージが聴ける
DL カード
がランダムで１枚。
（※全４種ランダム）
・書き下しろし SS ペーパー（SS 登場メンバー：King）
└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://honeyshop-arithmetic.com/
更に！Liar-S・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！
発売月

[reve parfait]・・・ 2021 年 11 月１日（月）
Liar-S・・・・・・ 2021 年 12 月予定
apple-polisher・・・2022 年２月発売予定
KYOHSO・・・・・ 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・・・未定
apple-polisher・・・未定
KYOHSO・・・未定

商品詳細

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。

予約受付店舗及

後日詳細を発表します。

び、特典情報

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、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

