
News Release

2012 年 11 月 1日
株式会社インデックス (4835 大証（旧 JASDAQ）)

人気アイドルグループ「アフィリア・サーガ・イースト」の
オフィシャルファンクラブ「アフィリア・サーガ・ギルド」を

12 月からサービス開始！！
「生☆メール」は 11 月 1 日から登録受付開始！！

株式会社 MAGES. (本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 志倉千代丸、以下 MAGES.)と、株式会

社インデックス(本社：東京都世田谷区区、代表取締役社長：小川善美、以下インデックス)は、オフィシ

ャルファンクラブサイト「アフィリア・サーガ・ギルド」（スマートフォン、フィーチャーフォン対応）を新規に

12 月以降順次オープンいたします。

「アフィリア・サーガ・ギルド」では、ファンクラブ会員に向けた限定ムービーや、オフショット、オリジナ

ル画像、着ボイス、デコメールなどレアなコンテンツを月額 315 円(税込)にてご利用できます。他にもフ

ァンクラブ会員特典として、コンサートチケット先行販売、ファンクラブ限定プレゼントなどの限定企画も

提供予定です。

また、インデックスが運営する「生☆メール」にて、選抜メンバー4 名の生☆メール購読の登録受付を

11 月 1 日より開始いたしました！
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■「生☆メール」とは？

リアルタイムにアイドル本人からファンにメールが直接届くサービスです。ブログやツイッターでは書

けない内容や、今考えているホントの気持ちを画像付きで登録ユーザーだけに配信いたします。また、

ファン自身もアイドルへ直接メールを返信することができるため、twitter やブログの公開されたコメント

では書けないメッセージを直接伝えることができます。

■生☆メール参加メンバー

・アリア・M・ミルヴァーナ

・エミュウ・ヴァイルシュミット

・アヤミ・チェルシー・スノウ

・ルイズ・スフォルツア

■アフィリア・サーガ・イーストプロフィール

全国展開中のカフェ＆レストラン「アフィリアグループ」の池袋店、上野店、六本木店、新宿店を代表

するメンバーから構成された 11 人組の学院型ガールズ・ボーカルユニット。萌え業界の２大メーカー、

志倉千代丸と桃井はるこのダブルプロデュース。 7th シングルは「未来が私を待っている」デイリーチ

ャート 2位、ウイークリーチャート 6位を記録。デビュー以来100本以上のライブイベント出演を経て「五

反田ゆうぽうと」でワンマン Live を開催。様々な Live ベントでもパフォーマンスを披露。ヒットメーカー、

つんく♂や大島こうすけなどからも楽曲提供を受けている。また、ダンスの振り付けをラッキィ池田が担

当。ユニークな振り付けも特徴的。 2012 年 8月にはアニサマ出場を果たし、2012 年 12 月 15日に 4th

ワンマンライブを品川ステラボールにて開催予定している。

(アフィリア・サーガ公式 HP：http://5pb.jp/afiliasaga/)

[サイト名] 生☆メール

[クレジット表記] (c)Index Corporation

[ご利用料金] 月額 315 円/人

[サービス開始時期]

docomo フィーチャーフォン/スマートフォン 2012 年 11 月 1 日開始

au フィーチャーフォン/スマートフォン 2012 年 11 月 1 日開始

Softbank フィーチャーフォン/スマートフォン 2012 年 11 月 1 日開始

[URL] http://namamail.com

※PC、スマートフォン、フィーチャーフォン共通

[QR]
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■New Single 情報

アフィリア・サーガ・イースト 9th シングルが 2012 年 11 月 13 日発売！！

PS3/PSP ソフト『暁の護衛 トリニティ』OP テーマ

「SURVIVE!!」

C/W ヴィーナス☆女神っくす！

アフィリア・サーガ・イースト
生き残りをかけた、本気魔法を発動！

まだ負けるわけにはいかない！！！！！！

ジャケット写真（４種類）完成！

ネプテューヌ コラボ盤 DVD 付盤 通常盤 A 通常盤 B

PS3/PSP 専用ソフト『暁の護衛 トリニティ』OP テーマの「SURVIVE!!」（作詞：奥井雅美／作曲：志倉

千代丸／編曲：オオバコウスケ）と PS3 専用ソフト『神次元ゲイム ネプテューヌＶ』の ED テーマ｢ヴィー

ナス☆女神っくす！｣（作詞：桃井はるこ 作曲／編曲：大島こうすけ）をカップリングにしたダブルタイア

ップシングル！

生き残りをかけた【本気の魔法】楽曲達は、カッコイイをテーマに、新たなるサーガの魅力に挑戦！

■商品データ

【ネプテューヌ コラボ盤】

発売日：2012 年 11 月 13 日

価格： 1,890 円

品番：YZPB-5009

発売元：5pb.

販売元：クラウン徳間ミュージック販売（株）

＜収録内容＞

【CD】

1.SURVIVE!!

2.ヴィーナス☆女神っくす！

3.SURVIVE!!（off Vocal）

4.ヴィーナス☆女神っくす！(off Vocal）

5.恋をゲームにしないで！（ヒゲドライバー remix）

6.恋をゲームにしないで！（fazerock remix）

【DVD】

1.ネプテューヌ V ED Special Movie

2.SURVIVE!! Music Clip

3.暁の護衛 OP Movie
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【DVD 付盤】

発売日：2012 年 11 月 13 日

価格：1,890 円

品番：YZPB-5010

発売元：5pb.

販売元：クラウン徳間ミュージック販売（株）

＜収録内容＞

【CD】

1.SURVIVE!!

2.ヴィーナス☆女神っくす！

3.SURVIVE!!（off Vocal）

4.ヴィーナス☆女神っくす！(off Vocal）

【DVD】

1.SURVIVE!! Music Clip

2.SURVIVE!! Music Clip（Dance Ver.）

3.特典映像（Music Clip 撮影風景）

【通常盤 A】

発売日：2012 年 11 月 13 日

価格：1,000 円

品番：YZPB-5011

発売元：5pb.

販売元：クラウン徳間ミュージック販売（株）

＜収録内容＞

1.SURVIVE!!

2.ヴィーナス☆女神っくす！

3.SURVIVE!! Feat.Ver.A

【通常盤 B】

発売日：2012 年 11 月 13 日

価格：1,000 円

品番：YZPB-5012

発売元：5pb.

販売元：クラウン徳間ミュージック販売（株）

＜収録内容＞

1.SURVIVE!!

2.ヴィーナス☆女神っくす！

3.SURVIVE!! Feat.Ver.B

■キャンペーン情報

9th シングル『SURVIVE!!』キャンペーンイベント決定！

■予約イベント

◆11 月 3 日(土) 【たまプラーザテラス ゲートプラザ１F フェスティバルコート】

ミニ LIVE＆特典会（第 1 部 12:00〜／第 2 部 15:00〜）

◆11 月 4 日(日) 【アキバ☆ソフマップ 1 号店 8F イベントスペース】

ミニ LIVE＆特典会（第 1 部 13:00〜／第 2 部 16:00〜）

◆11 月 10 日(土) 【ららぽーと柏の葉 2Ｆセンタープラザ】

ミニ LIVE＆特典会（第 1 部 12:00〜／第 2 部 15:00〜）

◆11 月 11 日(日) 【東武百貨店池袋店 8F 屋上「スカイデッキ広場」】

ミニ LIVE＆特典会（第 1 部 12:00〜／第 2 部 15:00〜）
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■発売イベント

◆11 月 12 日(月) 【タワーレコード新宿店 7F イベントスペース】

ミニ LIVE＆特典会（第 1 部 18:30〜／第 2 部 20:30〜）

◆11 月 13 日(火) 【SHIBUYA TSＵTAYA B1F 特設会場】

特典会（第 1 部 18:30〜／第 2 部 20:30〜）

◆11 月 14 日(水) 【大宮ロフト 6Ｆイベントスペース】

ミニ LIVE＆特典会（18:30〜）

◆11 月 15 日(木)

【タワーレコード秋葉原店特設会場】

特典会（18:30〜）

【タワーレコード池袋店 5Ｆ特設会場】

特典会（18:30〜）

◆11 月 16 日(金) 【ららぽーと豊洲店中庭イベントステージ】

ミニ LIVE＆特典会（18:30〜）

◆11 月 17 日(土) 【MEGA WEB トヨタシティショウケース 1F MEGA ステージ】

ミニ LIVE＆特典会（第 1 部 13:00〜／第 2 部 16:00〜）

◆11 月 18 日(日) 【池袋サンシャインシティ噴水広場】

ミニ LIVE＆特典会（第 1 部 13:00〜／第 2 部 16:00〜）

詳しくは「SURVIVE!!」特設サイトにて！ http://5pb.jp/afiliasaga/9th/

■ゲーム概要

タイトル： 暁
あかつき

の護衛
ごえい

トリニティ

ジャンル：お嬢様お守りＡＤＶ

対応機種：PS3＆PSP ソフト

発売日：2012 年 9 月 20 日

価格：限定版 \10,290（税込）／通常版 \8,190（税込）

CERD：D（17 才以上対象）

Official Web Site : http://5pb.jp/games/akatsuki/

タイトル：神
かみ

次元
じげん

ゲイム ネプチューヌ Ｖ
ビクトリィー

ジャンル：RPG

対応機種： PS3

発売日：2012 年 8 月 30 日

価格：神限定版 10,479 円（税込）／通常版 7,329 円（税込）

CERD：C（15 才以上対象）

Official Web Site :

http://www.compileheart.com/neptune_v/

c2012 5pb cあかべぇそふとすりぃ / c20125pb.c 2012 IDEAFACTORY / COMPILEHEART
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■ライブ・イベント情報

11 月 24 日（土） Live5pb.2012@TOKYO DOOM CITY

12 月 15 日（土） 4th ワンマン Live@品川ステラボール

インデックスでは、MAGES.に所属する「アフィリア・サーガ・イースト」の WEB 展開を強力にサポートし、

グループの発展に貢献して参ります。どうぞご期待ください！

株式会社インデックス 会社概要
社名: 株式会社インデックス (JASDAQ: 4835)

(英文表記: Index Corporation)
本社所在地: 〒154-0004 東京都世田谷区太子堂 4-1-1 キャロットタワー
設立: 1995 年 9 月
資本金: 393 億 7,900 万円 （2012 年 8 月現在）
代表者: 代表取締役社長 小川 善美
事業内容: 「ネット＆ゲーム」事業をコアビジネスとし、グループバリューチェーンの創出・活用により、

高品質のコンテンツ及びソリューションをグローバルに提供
URL: http://indexweb.jp

株式会社インデックス
広報担当： pr@indexweb.co.jp
TEL: 03-5779-5313 ／ FAX: 03-5779-5078


