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2018 年 2 月 11 日（日
日）開催決定
開催決定!!
長崎・ハウステンボス
長崎・
ハウステンボスでは、2018
2018 年 2 月 11 日（日）に『がんばろう！九州 BanG Dream!✖ミルキィホームズ✖けものフレンズ
Dream!✖ミルキィホームズ✖けものフレンズ
ハウステンボス スペシャルライブ 2018』を開催いたします。
』を開催いたします。絶大な人気を誇るアーティストたち
』を開催いたします。絶大な人気を誇る
アーティストたち 4 組の初共演と、ハウステンボスの
夢のコラボレーションライブは、ご来場の皆様に《エガオノマホウ》をかけることをお約束いたします！
夢のコラボレーションライブは、ご来場の皆様
に《エガオノマホウ》をかけることをお約束いたします！
ハウステンボスでは、
ハウステンボスでは、「平成
28 年熊本地震」発生以降、九州経済復興と被災された方々の一助となるべく「がんばろう！九州
キャンペーン」を立ち上げ、募金箱の設置や音楽イベントを通した様々な支援活動を展開して参りました。
今回は 2018 年の復興支援イベント第一弾となります。ライブの詳細やチケット情報に関しましては、随時ハウステンボス公式
年の復興支援イベント第一弾となります。ライブの詳細やチケット情報に関しましては、随時ハウステンボス公式 WEB サ
イトにて更新。ハウステンボススペシャルライブにご期待ください。
イトにて更新。ハウステンボススペシャルライブにご期待ください。

✖

『けものフレンズ』
■けものフレンズプロジェクトプロフィール：『けものフレンズ』
■けものフレンズプロジェクトプロフィール：
は、超巨大総合動物園「ジャパリパーク」を舞台に、神秘の物
質「サンドスター」の影響で動物からヒトの姿へと変身したフレ
ンズたちが大冒険を繰り広げる物語。
2017 年 1 月～3 月までテレビ東京他にてアニメが放映され、ゲ
ーム、コミック、舞台などさまざまなプロジェクトが進行中。

■尾崎由香さんコメント
初めてのハウステンボスちほーのフレンズさんに会えるのが楽
しみです！！元気いっぱいのうーがお！を見せて下さいね♪

© KFP
：「探偵オペラ ミルキィホームズ」は、少女探偵
■プロフィール：「探偵オペラ
■プロフィール
チーム「ミルキィホームズ」の 4 人が名探偵を目指して成長して
いく物語です。
いく物語です。2010
年より TV アニメがスタートし、これまでにシ
リーズ 4 本、特別編が 4 本放送され、2016
2016 年には劇場版も公開
されました。「ミルキィホームズ」の声を務める声優、三森すず
こ、徳井青空、佐々木未来、橘田いずみの 4 人も同名の声優ユ
ニットとして活動し、声優だけでなくライブやイベントなど様々な
場面で活躍しています。今後もコンテンツと声優ユニットの活動
を軸に、メディアミックスを行っていきます。

■三森すずこさんコメント
ハウステンボス！初めて行きます！！
どんな景色が広がっているのかワクワクです。
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illust たにはらなつき
illust:たにはらなつき

来てくださったみなさんと楽しい時間を過ごしたいです♪

：キャラクターとリアルライブがリンクする次世代
■プロフィール：キャラクターとリアルライブがリンクする次世代
■プロフィール
ガールズバンドプロジェクト「
ガールズバンドプロジェクト「BanG
BanG Dream!」（バンドリ！）から生
Dream!」（バンドリ！）から生
まれた５人組のバンド「
まれた５人組のバンド「Poppin’Party
Poppin’Party」。愛美（戸山香澄役／
愛美（戸山香澄役／
Gt. & Vo.）、大塚紗英（花園たえ役／
）、大塚紗英（花園たえ役／Gt.
Gt.）、西本りみ（牛込りみ
）、西本りみ（牛込りみ
役／Ba.
Ba.）、大橋彩香（山吹沙綾役／
大橋彩香（山吹沙綾役／Dr.
Dr.）、伊藤彩沙（市ヶ谷有
）、伊藤彩沙（市ヶ谷有
咲役／
咲役／Key.）による史上初の本格派
史上初の本格派"声優ガールズバンド
史上初の本格派 声優ガールズバンド"
は、これまで６枚のシングルをリリースし、数々のライブ、イベ
ントに出演。
ントに出演。2017
年 8 月 21 日には、メジャーデビューから史上
最速となる 1 年 6 ヶ月での日本武道館単独公演を開催する。
アニメやコミック、スマートフォンゲーム「バンドリ！ ガールズ
バンドパーティ！」等の展開とともに、Poppin'Party の５人も躍
進中。
ハウステンボスは初めて行かせて頂くの
■愛美さんコメント：ハウステンボスは初めて行かせて頂くの
■愛美さんコメント
で、今からとても楽しみです！どんな景色が見えるんだろう〜
♪Poppin'Party
Poppin'Party のハッピーなオーラで最高に盛り上げたいと思

© BanG Dream! Project

います！ぜひ遊びに来てくださいっ！

スマートフォン向けゲーム「バンドリ！ ガール
■プロフィール：スマートフォン向けゲーム「バンドリ！
■プロフィール
ズバンドパーティ！』のゲームオリジナルバンド Roselia(ロゼリ
Roselia(
ア)。相羽あいな
相羽あいな（湊友希那／
湊友希那／Vo.）、
）、工藤晴香（氷川紗夜／
氷川紗夜／
Gt.）、
）、遠藤ゆりか（今井リサ／
今井リサ／Ba.）、櫻川めぐ
櫻川めぐ（宇田川あこ／
宇田川あこ／
Dr.）、
）、明坂聡美（白金燐子／
白金燐子／Key.）の 5 人のキャストが、実際に
が、実際に
楽器を奏で歌うガールズバンド。
2017 年 2 月に開催された「
月に開催された「BanG
BanG Dream! 3rd☆LIVE Sparklin’
PARTY 2017!」にてシークレットで出演。
2017! 」にてシークレットで出演。4
」にてシークレットで出演。 月に発売した 1st
Single BLACK SHOUT
Single「BLACK
SHOUT」は、デビューシングルながら、オリコン
」は、デビューシングルながら、オリコン
週間ランキング 7 位を獲得。発売週には CD が品薄になり、2.4
が品薄になり、
万枚を超える大ヒットとなった。
ハウステンボスー！！
■相羽あいなさんコメント
■相羽あいなさんコメント：初めてのハウステンボスー！！
ずっと行きたいと思っていたこんな素敵なところでライブができ
るなんて、とてもとても嬉しいです
るなんて、とてもとても嬉しいです(^^)ハウステンボスらしいこと
ハウステンボスらしいこと
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ができたらいいですね♪熱くて、美しくて、カッコいいライブにし
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たいです！！！

【開催概要】
■公演タイトル：
『がんばろう！九州 BanG Dream!✖
Dream!✖ミルキィホームズ
ミルキィホームズ✖けものフレンズ
けものフレンズ ハウステンボススペシャルライブ 2018』
2018
■出演アーティスト（※アルファベット順）
■出演
アーティスト（※アルファベット順）
アーティスト（※アルファベット順）：
どうぶつビスケッツ×
どうぶつビスケッツ×PPP
／ ミルキィホームズ / Poppin’Party
Party /
Rose (相羽あいな、工藤晴香、櫻川めぐ、明坂聡美
Roselia
相羽あいな、工藤晴香、櫻川めぐ、明坂聡美 の 4 名が出演)
名が出演
■公演日：2018 年 2 月 11 日（日）
■公演日：2018
■開場／開演／終演予定：
〈開場〉11:00
11:00 〈開演〉13:00
13:00

〈終演〉
〈終演〉16:30
予定

※開場・開演・終演は変更の可能性がございます。

■会場：ハウステンボス内 ロッテルダム特設会場
■主催：ハウステンボス株式会社
■企画制作：ハウステンボス『がんばろう
■企画制作：ハウステンボス『がんばろう!九州
実行委員会』

エイベックス・エンタテインメント株式会社

■ライブチケット料金：
★ライブチケット ￥8,500
※ハウステンボス入場券は含まれておりません。ハウステンボス入場をご希望の方は
別途ハウステンボス入場券をお買い求めください。
★全出演者サイン入り限定カラータオル付きライブチケット ￥9,500
※1DAY パスポート、散策チケット、年間パスポートのいずれかの入場券が交換には必ず必要となります。
タオル交換の際に、購入いただいた 1DAY パスポート、散策チケット、年間パスポートいずれかの入場券を
確認させていただきます。本チケットの購入は、１人１枚までの購入とさせていただきます。

■ハウステンボスイベント専用オフィシャルサイト：
http://www.huistenbosch.co.jp/event/speciallive/
■チケット発売日：
◎オフィシャル先行受付：11/30(木)12：00～12/10(日)23:59
http://eplus.jp/ganbarou-htbof/
※詳細はハウステンボス公式ＷＥＢサイトをご覧ください。
◎一般発売：2018 年 1/20(土)10:00～
◎チケットに関するお問い合わせ:キョードー西日本
※アドレス http://www.kyodo-west.co.jp/main.php
※電話番号 092-714-0159
※受付時間 平日 10:00〜19:00/土 10:00〜17:00

【お客様のお問合せ先】 ハウステンボス総合案内（ナビダイヤル） tel 0570（064）110
【取材等のお問合せ先】 ハウステンボス PR 事務局（株式会社エードット内）（金・奥村・水上） tel 03(5778)3612
◆twitter&facebook 更新中♪ぜひご登録ください◆ http://www.huistenbosch.co.jp

