
2019 年 7 月 19 日 

報道関係各位 

  GMO ライブゲームス株式会社

 

GMO インターネット株式会社、株式会社幻冬舎、エイベックス・テクノロジーズ株式会社等による合弁会社である

GMO ライブゲームス株式会社は、2019 年 11 月リリース予定のスマートフォンアプリゲーム『REALIVE
リ ア ラ イ ヴ

!～帝都神楽

舞隊～』の主題歌「Virgin Sky」の CD を、2019 年 10 月 2 日（水）に発売します。これに先立ち、明日 2019 年 7

月 20 日（土）10 時から、予約受付を開始します。（予約受付ウェブサイト URL：https://gmo-lg.jp/realive/） 

収録曲の主題歌「Virgin Sky」とエンディングテーマ曲「愛がある限りここにいる」は、秋元康氏が作詞＆楽曲の全

面プロデュースを手掛けており、ゲーム内でキャラクターの声を担当する 22 名の声優・俳優たちが歌います。 

 

 

 

『REALIVE
リ ア ラ イ ヴ

!～帝都神楽舞隊～』の主題歌 CD 発売決定＆予約受付開始！ 

楽曲は秋元康氏が全面プロデュース！ 

https://gmo-lg.jp/realive/


 

 

『REALIVE!～帝都神楽舞隊～』の主題歌「Virgin Sky」とエンディングテーマ曲「愛がある限りここにいる」は、

日本を代表する作詞家・秋元康氏が手掛けています。今後も、秋元康氏プロデュースの楽曲が続々とゲーム内に登場

する予定です。作詞家として、美空ひばり「川の流れのように」をはじめ、AKB48「恋するフォーチュンクッキー」

など数多くのヒット曲を生み出してきた秋元康氏の楽曲をお楽しみください。 

■『REALIVE!～帝都神楽舞隊～』ゲーム紹介 PV：https://youtu.be/I16PhUp1Kjg  

 
CD ジャケットデザイン・アートディレクション：草野剛デザイン事務所 

 

＜発売日＞ 

2019 年 10 月 2 日（水） 

 

＜予約について＞ 

予約受付開始：2019 年 7 月 20 日（土）10:00～ 

※上記の日程以降、全国の CD 取り扱いショップ各店、および EC サイトにて予約受付開始となります。 

※商品詳細については、下記公式ウェブサイトをご確認ください。 

『REALIVE!～帝都神楽舞隊～』公式予約受付ウェブサイト：https://gmo-lg.jp/realive/ 

 

＜収録曲＞ 

初回盤：1,800 円＋税（初回盤限定缶バッジ封入特別パッケージ 全 5 種ランダム封入） 

品番 ：XNGL－00001 

1. Virgin Sky （作詞：秋元康 作曲：今井ひろし 編曲：野中“まさ”雄一） 

2. 愛がある限りここにいる （作詞：秋元康 作曲：桑原聖 編曲：酒井拓也） 

3. Virgin Sky （Instrumental） 

4. 愛がある限りここにいる （Instrumental） 

 

■秋元康氏全面プロデュースの楽曲「Virgin Sky」「愛がある限りここにいる」発売情報 

https://youtu.be/I16PhUp1Kjg
https://gmo-lg.jp/realive/


通常盤：1,200 円＋税 

品番 ：XNGL－00002 

1. Virgin Sky （作詞：秋元康 作曲：今井ひろし 編曲：野中“まさ”雄一） 

2. 愛がある限りここにいる （作詞：秋元康 作曲：桑原聖 編曲：酒井拓也） 

3. Virgin Sky （Instrumental） 

4. 愛がある限りここにいる （Instrumental） 

 

発売元：GMO ライブゲームス株式会社 

販売元：エイベックス・ピクチャーズ株式会社 

 

＜アーティスト＞ 

風見勇真(CV.梶原岳人)、久能純(CV.谷口博昭)、米倉鷹久(CV.谷口淳志)、藤堂豪一郎(CV.千葉瑞己)、白神透(CV.會田

海心、赤音輝(CV.小西成弥)、綾井雪松(CV.遊馬晃祐)、貴船雅彦(CV.小林竜之)、鯨屋練(CV.大坪康亮)、サー・ユリエ

ル・フィドルバード(CV.沢城千春)、佐々木裕之助(CV.古田一紀)、橘幸作(CV.岡延明)、瀬乃崎宗(CV.松岡一平)、東雲

仁(CV.宮崎遊)、高城貫(CV.伊勢大貴)、椿坂龍馬(CV.高橋健介)、双葉日向(CV.汐谷文康)、双葉向夜(CV.尾股未知也)、

氷室零(CV.伊藤昌弘)、津田新造(CV.福西勝也)、皆川風汰(CV.古畑恵介)、皆川修司(CV.新井雄也） 

 

 

現在、キャンペーン応募者の合計が 10 万人を超えると総額 100 万円をプレゼントするなど、以下の特典がもらえ

るリリース応援キャンペーンを実施しています。なお、プレゼントの配布はゲームのリリース時に行います。 

＜応募期間＞ 

リリースの前日まで 

＜応募方法＞ 

 以下のいずれかの方法で参加いただくことで、キャンペーンに応募できます。 

① リリース応援キャンペーンサイト（https://gmo-lg.jp/realive/campaign/ ）での、 

メールアドレス登録 

② 公式 Twitter アカウント（@realive_lg / https://twitter.com/realive_lg ）のフォロー 

③ 公式 LINE アカウント（@realive / http://nav.cx/ggiFb7v ）の友だち追加  

 

 

 

 

公式 LINE アカウント QR コード 

＜特典内容＞ 

(1) キャンペーンの応募者の合計が 10 万人を突破すると、抽選で 10 名様に現金 10 万円ずつ、総額 100 万 

円をプレゼント。 

(2) キャンペーンの応募者の合計が一定数を突破するごとに、応募者全員がリリース記念ガチャを回せるチャンス。 

(3) メールアドレスで応募すると、抽選で 10 名様に、応募時に指定したお気に入りのキャラクターの SSR 

カードをプレゼント。 

■総額 100 万円の当選チャンス！リリース応援キャンペーン実施中！ 

https://gmo-lg.jp/realive/campaign/
https://twitter.com/realive_lg
http://nav.cx/ggiFb7v


(4) 公式 Twitter アカウントをフォローし、該当ツイートをリツイートした方の中から抽選で 5 名様に、ご希望のキ

ャラクターの SSR カードをプレゼント。 

 

＊詳しくは、リリース応援キャンペーンサイト（URL：https://gmo-lg.jp/realive/campaign/）をご確認くださ

い。応募者の人数については、同サイトで随時お知らせいたします。 

 

 

 

正式タイトル              ：REALIVE!～帝都神楽舞隊～ 

ジャンル                 ：歌と刀を武器に戦う青年育成ゲーム 

企画・開発               ：GMO ライブゲームス株式会社 

配信プラットフォーム          ：iOS / Android 予定 

公式サイト                 ：https://gmo-lg.jp/realive/  

リリース応援キャンペーンサイト：https://gmo-lg.jp/realive/campaign/  

公式 Twitter                ：@realive_lg / https://twitter.com/realive_lg  

権利表記             ：©2019 GMO Live Games, Inc. 

 

＜ゲーム説明＞ 

架空の歴史を辿った日本を舞台にした、スマートフォンアプリゲームです。メインストーリーは豪華なフルボイス。 

プレイヤーは、歌の力で帝都を守る『神楽舞隊（かぐらぶたい）』の司令となり、彼らと集団生活を送りながら、共に

ステージを成功へと導いていきます。ゲームの要となる楽曲を秋元康が手掛け、キャラクター作画を人気イラストレー

ターさらちよみ、シナリオ・キャラクター原案は、宮沢龍生がリーダーを務めるシナリオ制作集団「サウザンドスクリプ

ト」が制作。メインストーリーは高橋弥七郎が執筆するなど、多数のクリエイターが 22 人の神楽舞官を描きます。 

 

＜ キャスト ＞ 

・七刀星 

風見勇真(CV:梶原岳人)/久能純(CV:谷口博昭)/米倉鷹久(CV:谷口淳志)/藤堂豪一郎(CV:千葉瑞己)/白神透(CV:會

田海心)/赤音輝(CV:小西成弥)/綾井雪松(CV:遊馬晃祐) 

・Crown Clan 

貴船雅彦(CV:小林竜之)/鯨屋練(CV:大坪康亮)/サー・ユリエル・フィドルバード(CV:沢城千春)/佐々木裕之助(CV:

古田一紀)/橘幸作(CV:岡延明) 

・EGO1ST 

瀬乃崎宗(CV:松岡一平)/東雲仁(CV:宮崎遊)/高城貫(CV:伊勢大貴) 

・+HOLIC+ 

椿坂龍馬(CV:高橋健介)/双葉日向(CV:汐谷文康)/双葉向夜(CV:尾股未知也)/氷室零(CV:伊藤昌弘) 

・司令部 

津田新造(CV:福西勝也)/皆川風汰(CV:古畑恵介)/皆川修司(CV:新井雄也) 

 

 

■『REALIVE!～帝都神楽舞隊～』概要 

https://gmo-lg.jp/realive/campaign/
https://gmo-lg.jp/realive/
https://gmo-lg.jp/realive/campaign/
https://twitter.com/realive_lg


＜ あらすじ ＞ 

文明開化も遠くなり、和洋が混じる元号『大照（たいしょう）』の時代。 

舞台は、華やかなりし帝都・東京。 

そんな、浪漫と希望に溢れる時代を、死と闇で覆う、未曾有の災厄があった。 

 

突如現れる『昏門（くれもん）』から吐き出される、 

謎の軍勢『黒御霊（くろみたま）』。 

 

兵士や兵器を象った怨念の塊である奴に対抗できるのは、 

『祓（はら）えの力』を持つ、神楽舞官（かぐらぶかん）のみ。 

彼らは、その刀で黒御霊を退け、その歌で昏門を砕き、帝都を守る。 

 

ある日。『神和（かんな）ぎ』という特殊な能力があることを告げられた 

『あなた』は、神楽舞官たちを率いる『総合演術司令』になるべく、 

不安を胸に秘めながら、帝都『東舞（とうぶ）基地』の門戸を叩き…… 

 

そして、物語の幕は上がる――。 

 

 

GMO ライブゲームス株式会社は、2018 年 7 月に設立された GMO インターネット株式会社、株式会社幻冬舎、エ

イベックス・テクノロジーズ株式会社(※1)等による合弁会社です。 

(※1)2019 年 7 月 1 日付で、エイベックス・ピクチャーズ株式会社が展開するゲーム事業を吸収分割にて承継し、併せて GMO ライブゲームス株

式会社の株式も継承しています。 

 

■会社概要 

商 号 GMO ライブゲームス株式会社（英文表記：GMO live games, Inc.） 

所 在 地 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号 セルリアンタワー 

U R L https://gmo-lg.jp 

 

 

※Android、Google Play は、Google Inc.の商標または登録商標です。 

※iOS は、Apple Inc.の OS 名称です。iOS は、Cisco Systems,Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標 

または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。 

※App Store は、Apple Inc.のサービスマークです。 

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。 

■GMO ライブゲームス株式会社について 

【本件に関するお問い合わせ先】 

●GMO ライブゲームス株式会社 

ゲーム制作事業部 担当：河本/藤山 

メールアドレス：info@gmo-lg.jp 

https://gmo-lg.jp/
mailto:info@gmo-lg.jp

