
 

 

 

 

 

報道関係者各位                      2014年2月20日 

プレスリリース                   フィールズ株式会社 

 

 

 

 

株式会社バンダイナムコゲームス（本社：東京都品川区、代表取締役社長：大下 聡） と フィールズ株式会社（本社：東京都渋

谷区、代表取締役社長：大屋 高志）はTVアニメーション『銀河機攻隊 マジェスティックプリンス』のロボットが活躍する共同開発

タイトルのApp Store/Google Play向けアプリケーション『マジェスティックプリンス シューティングヒーロー』を、2月26日（水）から

フィールズより配信することを決定いたしました。 

ゲーム配信を記念し、2月27日(木)にアニメの声優が出演するニコ生特番を配信するほか、2月27日(木)と28日（金）にアニメ全 

24話の一挙無料放送を実施いたします。また、ゲームの公式サイト（http://mjp-game.jp）では、ロボットの強化に使えるレアチッ

プ「イリエ・タマキ（私服Ver.）」が貰える事前登録キャンペーンを実施しております。 
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■ App Store/Google Play向けアプリケーション『マジェスティックプリンス シューティングヒーロー』登場！ 

本作は、宇宙空間を自由に飛び回る機体（アッシュ）とその移動方法、攻撃方法が要。指先のスワイプ操作で機体（アッシュ）

を移動させたり、タップ操作による急速移動も可能。スムーズな指先の運びとは裏腹に、ステージの奥行と高低差が生むゲー

ム性はとても奥深く、画面から目が離せません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィールズとバンダイナムコゲームスが共同で開発 

話題のロボットアニメーション『銀河機攻隊 マジェスティックプリンス』がゲームになって登場！！ 

『マジェスティックプリンス シューティングヒーロー』をフィールズより 2/26（水）に配信開始！ 

～ ゲーム配信記念！声優出演のニコ生特番を 2/27（木）、アニメ全 24 話の無料放送を 2/27（木）2/28（金）に実施 ～ 

スライドとタッチ！2 つの操作で思い通りにアッシュを動かせ！ 敵をまとめてロックオン！同時に倒してコンボを繋げ！ 

 

 



 

 

 

 

このたびの初のゲーム化を記念し、アニメ声優が出演するニコ生特番を実施いたします！出演者に浅沼 晋太郎（アサギ・

トシカズ役）、井口 裕香（イリエ・タマキ役）、MC にブリドカット セーラ 恵美（ナトリ・シオン役）を迎え、アニメの振り返り・アフレ

コ現場の裏話からキャストによるゲームプレイ対決まで、盛りだくさんの内容でお届けします！！さらに、3月 1日(土)からは

なんと3週連続週替わりでアニメ全24話のアーカイブ無料配信を実施！アニメ未視聴のユーザーの方にも“マジェプリ”

の世界を楽しんで頂く絶好の機会となります！！ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

■声優出演ニコ生特番～ 2月 27日(木)22：00開始 ～ 
キャストに人気声優の浅沼 晋太郎、井口 裕香、ブリドカット セーラ 恵美を迎え、ア

ニメを振り返り、アフレコ現場の裏話からキャストによるゲームプレイ対決も！？最新

の情報を一挙公開！！ 

 

  【公 開 日 時】 ： 2014 年 2 月 27 日(木) 22:00～23：00 

  【出 演】 ：  

    浅沼 晋太郎（アサギ・トシカズ役） 

井口 裕香（イリエ・タマキ役） 

    ブリドカット セーラ 恵美(ナトリ・シオン役,当日 MC） 

 

   ●ニコニコ生放送 URL： http://live.nicovideo.jp/watch/lv169176299 

 

また特別番組に併せまして、前後にアニメ一挙放送を実施します。 

2/27（木）17:30-21:50 1～10話  一挙放送 

  ●ニコニコ生放送 URL： http://live.nicovideo.jp/watch/lv169304803 

  2/28（金）19:00-25:00 11～24話 一挙放送 

●ニコニコ生放送 URL： http://live.nicovideo.jp/watch/lv169304805 

 

 

■『銀河機攻隊 マジェスティックプリンス』全 24話 3週連続無料配信！ 

3月 1日(土)より 3週連続週替わりで、アニメ『銀河機攻隊 マジェスティックプリンス』全 24話のアーカイブ無料配

信を実施します！ 

【無料期間スケジュール】 

・3/1(土)から 3/7（金）まで   1話～8話無料 

・3/8(土）から 3/14（金）まで   9話～16話無料 

・3/15(土）から 3/21（金）まで  17話～24話無料 

 

オリジナルロボットアニメーション「銀河機攻隊 マジェスティックプリンス」作品概要        

2013年 4月より、TOKYO MXほか全国 28局にて放送。 

「Newtype×マチ★アソビ The Moving Pictures Festival Vol.3(ニュータイプアニメアワード 2013)」にて 

〝メカデザイン賞″第一位を受賞したロボットアニメーション作品！ 

 

＜STORY＞  
―地球暦 2110年。宇宙に進出を果たした人類の前に突如現れた、汎銀河統一帝国・ウルガルの圧倒的な力の前に地球は存亡 

の危機に陥り、全地球防衛軍ＧＤＦは後退の一途を辿る。そんな中、特務機関ＭＪＰに所属する、遺伝子操作によって“戦う 

ために作られた”５人の少年と少女、チームラビッツのイズル、アサギ、ケイ、タマキ、スルガの５人は、最新鋭の戦闘デバ 

イス「アッシュ」に搭乗し、戦闘の最前線に送り込まれる。「ザンネン５」と揶揄される落ちこぼれの彼らだったが、激しい 

戦いや任務を経て成長していく。そんな中、ＧＤＦの一大作戦“ケレス大戦”の戦闘の中、イズルは自分たち人間と同じ姿を 

したウルガルの皇子・ジアートの姿を目の当たりにし、動揺する。それをきっかけに、イズルたちはウルガルの戦いの目的を 

知ることとなり、決意を胸に秘めて自らの運命と激化する戦いに身を投じていく。 

新しい仲間、新しいアッシュ、そして新しい戦い…。果たしてチームラビッツの行き着く先にあるものとは――！？ 

 

＜公式サイト＞  mjp-anime.jp 

「銀河機攻隊 マジェスティックプリンス」ゲームリリース記念 

声優出演のニコ生特番＆アニメ全 24話の期間限定無料配信決定！ 

http://live.nicovideo.jp/watch/lv169176299
http://live.nicovideo.jp/watch/lv169304803
http://live.nicovideo.jp/watch/lv169304805
http://mjp-anime.jp/


＜公式 Twitter＞ https://twitter.com/MJP_anime 

＜公式 Facebook＞ https://www.facebook.com/majeprince 

 

＜STAFF＞監督＝元永慶太郎 キャラクターデザイン＝平井久司  

シリーズ構成・脚本＝吉田玲子 脚本＝志茂文彦  

軍事・SF考証＝鈴木貴昭 副監督＝則座誠 MJPメカデザイン＝谷裕司 

GDFメカデザイン＝森木靖泰 ウルガルメカデザイン＝渡辺浩二 美術監督＝前田実  

セットデザイン＝岩畑剛一 総作画監督＝佐光幸恵、高岡じゅんいち、牧孝雄  

撮影監督＝桑野貴文 色彩設計＝石黒けい、真壁源太 音響監督＝えびなやすのり  

編集＝たぐまじゅん CGプロデューサー＝井野元英二  

アニメーション制作＝動画工房×オレンジ 

 

オープニングテーマ＝昆夏美「私は想像する」  

エンディングテーマ＝石川智晶「サヨナラっていう」音楽＝渡辺俊幸 

 

＜CAST＞ヒタチ・イズル＝相葉裕樹 アサギ・トシカズ＝浅沼晋太郎 クギミヤ・ケイ＝日笠陽子 イリエ・タマキ＝井口裕香  
スルガ・アタル＝池田純矢 スズカゼ・リン＝沢城みゆき ジュリアーノ＝鳥海浩輔、ジークフリート＝野島裕史  

テオーリア＝伊藤静 ジアート＝緑川光 ほか 

 

＊画像を使用の際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。 

©創通・フィールズ／MJP製作委員会 

 

■ App Store/Google Play向けアプリケーション『マジェスティックプリンス シューティングヒーロー』とは 

『マジェスティックプリンス シューティングヒーロー』は、2013年4月から全国29局で放送され、同年雑誌『ニュータイプ』が選

ぶアニメアワード 2013 で〝メカデザイン賞″第一位を受賞したほか、同誌が掲げる多数の賞を獲得したロボットアニメーション

『銀河機攻隊 マジェスティックプリンス』をモチーフにしたシューティングゲームです。 

アニメで描かれていた宇宙空間シーン、機体（アッシュ）、バトルシーンの迫力をそのままスマートフォンで再現。簡単な指先操

作で縦横無尽に空間を駆け巡るゲーム性は、プレイヤー自らがリアルシーンを体感するような爽快感が感じられ、ロボットアニ

メファンに限らず幅広い方々が楽しめるゲームとなっています。 
 

 【タイトル基本概要】 

タ イ ト ル 名： 『マジェスティックプリンス シューティングヒーロー』 

ジ ャ ン ル： タップシューティングゲーム 

サ ー ビ ス 開 始 日： 2014 年 2 月 26 日(水) 

推 奨 環 境： App Store 版 

OS：iOS6.0 以上 

端末：iPhone（4s 以降）、 iPad（第 3 世代以降）、iPod touch（第 5 世代） 

          Google Play 版 

OS：Android 4.0.3 以上 

           端末：Samsung Galaxy S4、Samsung GalaxyS Ⅲ、Xperia Z、Xperia Z1、ARROWS X F-10D 

価 格： Free to Play(アイテム課金制) 

コ ピ ー ラ イ ト ： ©創通・フィールズ／MJP 製作委員会  

    ©フィールズ・©2014 NAMCO BANDAI Games Inc. 

        ※画像をご使用の際はコピーライトを表記してください。 

公 式 サ イ ト： http://mjp-game.jp 
 

※画面は開発中のものです。 

※情報は発表日現在のものです。発表後、予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。 

※Apple、Apple ロゴ、iPhone、iPad、iPod touch は米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。 

App Store は Apple Inc.のサービスマークです。 

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

※記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。 

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。 

 

https://twitter.com/MJP_anime
https://www.facebook.com/majeprince
http://mjp-game.jp/

