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お問い合わせ先 管 理 本 部 長 上野哲郎
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株式会社アリスマティック
『DYNAMIC CHORD』新曲シングル CD4 作同時リリース決定！

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-polisher４バンドの新曲シングル CD を 2021 年２月 17 日
（水）に４作同時リリース及び、CD ジャケットデザインが公開となりました事をお知らせ致します。
この度の CD メディア化にあたり、昨年秋に実施しましたクラウドファンディングプロジェクトにおいて、
当初の目標金額を約 90 分で達成し、制作となりました新曲４曲について、待望の一般販売日が決定した
次第でございます。

■商品紹介 [rêve parfait]
[rêve parfait] ニューシングル『黒髪リフレックス』通常版
TrackList
01.黒髪リフレックス
02.黒髪リフレックス inst ver.
Music:King
Lyrics:Knight
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]の楽曲シングル CD。
さわやかなメロディーと切なげな歌詞が印象的な[rêve parfait]のサマーチューン。
バンドとして新たな扉を開いた彼らが作り出す世界をお楽しみください。
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

■製品情報 [rêve parfait]

タイトル

黒髪リフレックス

発売日

2021 年 2 月 17 日（水）

レーベル

honeybee black

メディア

CD

アーティスト

[rêve parfait]

価格

1,500 円＋税

封入特典(共通)

バックステージ風ステッカー

店舗特典情報

■アニメイト

書き下ろし SS ペーパー（B5 サイズ）
（SS 登場メンバー：King）
ご予約はこちら
⇒ https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/1889003/
■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）
（SS 登場メンバー：Bishop）
ご予約はこちら
⇒ https://www.stellaworth.co.jp/shop/item.php?item_id=DxgoEroexEa
■ソフマップ
書き下ろし SS 付ジャケットデザインカード
（SS 登場メンバー：Rook）
ご予約はこちら
⇒ https://www.sofmap.com/product_detail.aspx?sku=21803041
■タワーレコード
書き下ろし SS ペーパー＋ジャケットデザインブロマイド（絵柄：
King/L 判）
（SS 登場メンバー：Knight）
ご予約はこちら
⇒ https://tower.jp/item/5151017
■オフィシャル通販（はにーしょっぷ inBOOTH）
Coming soon,,,
※３月末販売開始予定

■商品紹介 Liar-S
Liar-S ニューシングル『アトサキハルカ』通常版
TrackList
01.アトサキハルカ
02.アトサキハルカ inst ver.
作詞作曲：珠洲乃千哉
檜山朔良（CV 寺島拓篤）
、珠洲乃千哉（CV 岡本信彦）
、
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 の楽曲シングル CD。

朝焼けを思わせるような心地よいメロディーと圧倒的な表現力を見せつける檜山朔良のヴォーカルが印
象的な、聴く人の心に寄り添う珠玉の楽曲。
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している。

Vocal＆Guitar.

Guitar.

Drums.

Bass.

檜山朔良

珠洲乃千哉

結崎芹

榛名宗太郎

CV：寺島拓篤

CV：岡本信彦

CV：柿原徹也

CV：斉藤壮馬

■製品情報 Liar-S

タイトル

アトサキハルカ

発売日

2021 年 2 月 17 日（水）

レーベル

honeybee black

メディア

CD

アーティスト

Liar-S

価格

1,500 円＋税

封入特典(共通)

バックステージ風ステッカー

店舗特典情報

■アニメイト
書き下ろし SS ペーパー（B5 サイズ）
（SS 登場メンバー：檜山朔良）
ご予約はこちら
⇒ https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/1889004/
■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）
（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=MQiFZ3FjQZi
■ソフマップ

書き下ろし SS 付ジャケットデザインカード
（SS 登場メンバー：珠洲乃千哉）
ご予約はこちら
⇒ https://www.sofmap.com/product_detail.aspx?sku=21803042
■タワーレコード
書き下ろし SS ペーパー＋ジャケットデザインブロマイド（絵柄：檜
山朔良/L 判）
（SS 登場メンバー：榛名宗太郎）
ご予約はこちら
⇒ https://tower.jp/item/5151023
■オフィシャル通販（はにーしょっぷ inBOOTH）
Coming soon,,,
※３月末販売開始予定

■商品紹介 KYOHSO
KYOHSO ニューシングル『狂騒』通常版
TrackList
01.狂騒
02.狂騒 inst ver.
Music：TOKIHARU
Lyrics：YORITO

YORITO（CV 森久保祥太郎）、TOKIHARU（CV 立花慎之介）
、
YUU（CV 石川界人）
、SHINOMUNE（CV 八代拓）からなるバンド、
KYOHSO の楽曲シングル CD。
ファンの熱い要望に応え、メジャーデビューから 10 周年の今年ついに待望の CD 化！
KYOHSO の前身――『狂騒』時代の荒々しさを垣間見せるセルフカバー楽曲。
バンド名：KYOHSO
読み方：キョーソー
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。

Vocal.YORITO

Guitar.TOKIHARU

Bass.YUU

Drums.SHINOMUNE

CV：森久保祥太郎

CV：立花慎之介

CV：石川界人

CV：八代拓

■製品情報 KYOHSO

タイトル

狂騒

発売日

2021 年 2 月 17 日（水）

レーベル

honeybee black

メディア

CD

アーティスト

KYOHSO

価格

1,500 円＋税

封入特典(共通)

バックステージ風ステッカー

店舗特典情報

■アニメイト
書き下ろし SS ペーパー（B5 サイズ）
（SS 登場メンバー：YORITO）
ご予約はこちら
⇒ https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/1889005/
■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）
（SS 登場メンバー：YUU）
ご予約はこちら
⇒ https://www.stellaworth.co.jp/shop/item.php?item_id=gE7tN6tyENN
■ソフマップ
書き下ろし SS 付ジャケットデザインカード
（SS 登場メンバー：TOKIHARU）
ご予約はこちら
⇒ https://www.sofmap.com/product_detail.aspx?sku=21803043
■タワーレコード
書き下ろし SS ペーパー＋ジャケットデザインブロマイド（絵柄：
YORITO/L 判）

（SS 登場メンバー：SHINOMUNE）
ご予約はこちら
⇒ https://tower.jp/item/5151021
■オフィシャル通販（はにーしょっぷ inBOOTH）
Coming soon,,,
※３月末販売開始予定
■商品紹介 apple-polisher
apple-polisher ニューシングル『Neu-ERA』通常版
TrackList
01.Neu-ERA
02.Neu-ERA inst ver.
Music：NaL
Lyrics：Toi
NaL（CV 蒼井翔太）
、Toi（CV 櫻井孝宏）
、UK（CV 中島ヨシキ）
、
Kuro（CV 梅原裕一郎）
からなるバンド、apple-polisher の楽曲シングル CD。
ヴォーカル NaL が自身初の作曲に挑んだ１曲。
apple-polisher が切り開く新時代の幕開けを、ぜひその耳でお確かめください。
バンド名：apple-polisher
読み方：アップルポリッシャー
略：アッポリ
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。

Vocal.NaL

Drums.Toi

Guitar.UK

Bass.Kuro

CV：蒼井翔太

CV：櫻井孝宏

CV：中島ヨシキ

CV：梅原裕一郎

■製品情報 apple-polisher

タイトル

Neu-ERA

発売日

2021 年 2 月 17 日（水）

レーベル

honeybee black

メディア

CD

アーティスト

apple-polisher

価格

1,500 円＋税

封入特典(共通)

バックステージ風ステッカー

店舗特典情報

■アニメイト
書き下ろし SS ペーパー（B5 サイズ）
（SS 登場メンバー：NaL）
ご予約はこちら
⇒ https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/1889006/
■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）
（SS 登場メンバー：Toi）
ご予約はこちら
⇒ https://www.stellaworth.co.jp/shop/item.php?item_id=uBeKADKLBAo
■ソフマップ
書き下ろし SS 付ジャケットデザインカード
（SS 登場メンバー：UK）
ご予約はこちら
⇒ https://www.sofmap.com/product_detail.aspx?sku=21803044
■タワーレコード
書き下ろし SS ペーパー＋ジャケットデザインブロマイド（絵柄：
NaL/L 判）
（SS 登場メンバー：Kuro）
ご予約はこちら
⇒ https://tower.jp/item/5151019
■オフィシャル通販（はにーしょっぷ inBOOTH）
Coming soon,,,
※３月末販売開始予定

■information
また、この度の CD リリースを記念して、期間限定特設サイトでの CD 販売やグッズ販売、キャスト出
演配信番組などなど、今後も随時情報をお伝えしてまいりますので、続報をお待ちくださいませ！
そして、昨年大きな反響をいただいたオンラインくじ第二弾も開催予定……？！
詳細は追ってご紹介してまいります！
■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
権利表記：ⓒarithmetic
■公式サイト/Twitter

DYNAMIC CHORD 公式サイト

http://www.honeybee-cd.com/dynamic.html

DYNAMIC CHORD 公式 Twitter

https://twitter.com/DYNAMICCHORD

CD 化プロジェクト楽曲特設サイト

https://honeybee-cd.com/dynamic/pj2020/

honeybee 公式サイト

http://honeybee-cd.com/

＜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

