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株式会社バンダイ（代表取締役社長：川口勝、本社：東京都台東区）は、バンダイのオリジナル IP「アイカ

ツ！」の最新作「アイカツフレンズ！」の商品展開を 2018年 4月よりスタートします。 
 

「アイカツ！」とは「アイドル活動」の略称で、2012年10月にスタートし、データカードダス・テレビアニメ・玩具・

アパレルをはじめとしたクロスメディア展開を行っています。「アイカツフレンズ！」は、1作目の「アイカツ！」、現

在展開中の 2 作目「アイカツスターズ！」（2016 年～）に続く 3 作目で、「友達と一緒にアイカツ！」をコンセプト

に、シリーズ初となる 2人のアイドルがユニットを組んでトップアイドルを目指すストーリーです。 

 

メインアイテム「データカードダス アイカツ！」シリーズは、累計出荷枚数 2.5億枚（2018年 1月時点）を突破

している、人気のキッズアーケードマシンです。2018 年 4 月に稼働予定の『データカードダス アイカツフレン

ズ！』（1プレイ カード 1枚：100円・税 8%込）は、フレンズ（ユニット）を組んでアイカツ！することをテーマにして

おり、「フレンズ」と協力したアイカツ！を楽しめます。また、ゲーム内で初めてルージュやチークなどのコスメア

イテムを使った演出を導入し、実際の女児用化粧品としても 2018 年 6 月より「アイカツ！」シリーズのアパレル

ショップ「アイカツ！スタイル」（http://p-bandai.jp/aikatsu-style/）で発売予定です。 

カードを収納するバインダーやアイドルたちが愛用するスクールバッグなど関連商品も発売します。2018年 4

月には、テレビ東京系列でテレビアニメの放送が開始し、多方面から「アイカツフレンズ！」を盛り上げていきま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バンダイオリジナル IP「アイカツ！」シリーズ最新作 

「アイカツフレンズ！」 
～行こう、一緒に！ めざせ、ダイヤモンドフレンズ！！～ 

2018年 4月 データカードダスを筆頭に商品展開続々スタート 
テレビアニメ「アイカツフレンズ！」2018年 4月放送開始 

▲キービジュアル 

▲アイカツ！カード 

▲ゲーム画面 ▲ゲームマシン ▲キービジュアル 

『データカードダス アイカツフレンズ！』（1プレイ カード１枚:100円･税8%込、2018年4月稼働予定） 

 

http://p-bandai.jp/aikatsu-style/
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「アイカツ！」＆「データカードダス アイカツ！」の歩み 

♥国民的アイドルオーディションゲーム！ 

「アイカツ！」（2012年 10月～） 
「国民的アイドルオーディションゲーム」誕生！  

オーディションに合格するため、ドレスなどが描か

れたカードを組み合わせてリズムゲームで遊び、

憧れのアイドル活動が体験できる、国民的アイドル

オーディションゲーム『データカードダス アイカ

ツ！』の展開がスタート。アイドル活動を疑似体験

できるゲームシステムが好評で、翌年にはユー

ザー数が 100万人（※ICカード登録者数）を突破し

ました。アパレルショップ展開やライブ公演、映画

化など、アニメ、商品、雑誌だけにとどまらない大

規模なメディアミックスの基盤を築きました。 

 

 

♥わたしだけのアイカツ！カードで、わたしだけのアイドル活動！ 

「アイカツスターズ！」（2016 年 4月～） 
新たな世界観・主人公でアイドル活動！ 

データカードダスではオンデマンドマシンを導入。 

4 年間続いた「アイカツ！」から、世界観や登場アイ

ドルを一新した作品「アイカツスターズ！」。最大の

特徴は、データカードダスのゲームマシンとカードを

刷新したことです。旧ゲームマシンの約 2 倍以上の

サイズとなった縦型の液晶モニターでは、アイドル

たちの表情や動作をより鮮明に映し出すことが可

能になりました。手元には 3つのボタンに加えてタッ

チパネルを導入しており、ドレスのコーディネートや

カスタマイズなどの操作性がアップ。カードはオン

デマンド印刷を採用しており、プレイヤーが独自に

カスタマイズした「アイカツ！カード」をその場で印

刷し、出力できるようになりました。「アイカツ！」だ

けにとどまらず、データカードダスの可能性を拡張

しました。 

 

♥行こう、一緒に！ めざせ、ダイヤモンドフレンズ！！ 

「アイカツフレンズ！」（2018 年 4月～） 
フレンズになってアイドル活動！2人にピッタリの 

ベストフレンズコーデで NO.1を目指す！ 

今年展開がスタートする「アイカツフレンズ！」では、

「友達と一緒にアイカツ！」をコンセプトに、フレンズ

（ユニット）でアイカツ！を行います。『データカードダ

ス アイカツフレンズ！』は、ゲーム内の「フレンズ」

だけでなく、子どもたちの大切な友達と楽しめるため、

アイカツ！の輪が広がります。友達アイドルとの「双

子コーデ」など、現代の女児間の流行を取り入れて

います。また、「アイカツ！」シリーズにおける新たな

要素としてコスメアイテムを導入し、データカードダス、

商品、アニメなど、多方面に展開していきます。 

「アイカツフレンズ！」は、より女児たちの流行や憧

れを具現化し、女児の夢を叶える IP として展開して

いきます。 
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『データカードダス アイカツフレンズ！』遊び方  
「データカードダス アイカツ！」シリーズは、トップス・ボトムス・シューズ・アクセサリーの 4種の「アイカツ！カー

ド」をゲームマシンにスキャンし、アニメに登場するアイドルや、ゲーム内で作成できる自分だけのオリジナルキ

ャラクター「マイキャラ」をドレスアップし、オーディション合格を目指して遊ぶリズムゲームです。 

『データカードダス アイカツフレンズ！』では、フレンズ（ユニット）を組んでアイカツ！を行います。ゲームではプ

レイヤーのアイドルに加え、一緒にフレンズ（ユニット）を組むアイドルを選択、ドレスアップして、ステージに挑

戦します。 

 

♥ゲームをもっと楽しくする新たな 3種のカード 
1.フレンズ（ユニット）にピッタリな「フレンズドレスカード」 

新しく「フレンズドレスカード」が登場。一緒にアイカツ！した「フレンズ」が描かれることが特長のカードです。「フ

レンズ」と 2人で「フレンズアピール」を決めることができます。 

2.コスメが描かれた「アクセサリーカード」 

新要素であるコスメが描かれた「アクセサリーカード」です。メイクアップの特別な演出やスペシャルアピール、

コンボのポイントが上がる効果があります。 

3.フレンズになる「アイドルカード」 

ゲームでは一緒にステージに立つアイドルを選ぶことができます。「アイドルカード」をスキャンすると、カードに

描かれたドレスを身にまとったアイドルとフレンズ（ユニット）を組むことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜商品概要＞ 

■商品名  ： データカードダス アイカツフレンズ！           

■発売日    ： 2018年 4月稼働予定 

■メーカー希望小売価格 ： 1プレイ カード 1枚：100円（税 8%込） 

※一部機能は別途 100円(税 8%込)が必要です。 

■ゲームマシンサイズ ： 縦 1730mm×横 570mm×幅 800mm 

■カードサイズ  ： 縦 86 mm×横 59 mm                                 

■ゲームプレイ時間 ： 約 7分   

■販売ルート       ： 全国の玩具店、百貨店、量販店の玩具売場、 

アミューズメント施設など  

 

関連商品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アイカツ！バインダー 

（友希あいね Ver./湊みお Ver.） 

4 月上旬発売予定、全 2 種 

各 1,620 円（税 8%込）        

 

データカードダス アイカツフレンズ！ 

ブランド MIX コレクション 

4 月上旬発売予定 

1,404円（税 8%込）        

 

スターハーモニー学園 

スクールバッグセット    

4 月下旬発売予定 

3,564円（税 8%込）        

 

アイカツフレンズ！ 

ブランドコスメ BOX セット 
セット内容：コスメ BOX、リップグロス、チーク＆リップ、 

ヘア＆ボディミスト、アイカツ！カード 

6 月発売予定、全 4 種 

各 2,916 円（税 8%込） 
 

販売ルート：アイカツ！スタイル 

 

販売ルート：全国の玩具店、百貨店、量販店など 

▲フレンズドレスカード ▲フレンズアピール画面   ▲アクセサリーカード   ▲メイクアップ画面         ▲アイドルカード  

                             

※画像はイメージです 
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＜テレビアニメ「アイカツフレンズ！」とは？＞ 

アイドル活動“アイカツ！”にはげむアイドルたちの 

努力と友情の成長物語『アイカツフレンズ！』 
 

スターハーモニー学園の普通科に通う「友
ゆう

希
き

あいね」は、 

友達を作るのが大得意な女の子。 

学園のトップアイドル「湊
みなと

みお」と友達になって、 

一緒に“アイカツ！”のステージに出ることに！？ 
 

待っていたのは「蝶乃
ちょうの

舞
まい

花
か

」や「日向
ひ な た

エマ」など、 

個性豊かなアイドルたちとの出会いや 

芸能界のお仕事、学園生活と大忙しの毎日！ 
 

２人組の『フレンズ』を組んで、目指すのは 

トップアイドル、キラキラ輝く『ダイヤモンドフレンズ』！ 

「神
かみ

城
しろ

カレン」「明日香
あ す か

ミライ」の２人がまとうドレスの輝きは、 

まさにダイヤモンド級！ 
 

集めた数だけドラマがあるっ！ 

『アイカツ！カード』でドレスアップ！ 
 

ファンも友達、カードも友達！ 

友達いっぱい、夢いっぱい！ 
 

『アイカツフレンズ！』はじまります！ 

 

 

関連情報 

■「アイカツフレンズ！プロジェクト発表会～つながるバトン☆～」公式 YouTubeチャンネルで配信！ 

2018年 2月 4日（日）に、一般の方に向けたイベントを行い、本プロジェクトの発表や『データカードダス アイカ

ツフレンズ！』の紹介などを実施予定です。その様子は 2018 年 2 月 8 日（木）19 時頃からアイカツ！シリーズ

公式 YouTubeチャンネルでアーカイブ配信します。 

配信日時： 2018年 2月 8日（木）19時頃予定 ※配信日時は予告なく変更になる場合があります。 

配信先 ： アイカツ！シリーズ公式 YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/user/aikatsuTV  

 

■あなたのマイキャラがプリントされたデータセーブカード「アイカツパス」プレゼントキャンペーン 

『データカードダス アイカツフレンズ！』では「アイカツパス」と呼ばれるデータセーブカー

ドを使ってマイキャラの作成、ゲームデータの保存を行います。自分のマイキャラがプ

リントされた特別な「アイカツパス」がもらえるキャンペーンを 2018年 2月 1日（木）稼働予

定の『データカードダス アイカツスターズ！星のツバサ 6弾』で実施します。 
※『データカードダス アイカツスターズ！』の学生証に保存されたデータの一部は引き継ぐことができます。 

  

■ゆめ＆あいねコラボカード店頭配布キャンペーン 

2018年3月17日（土）より全国の『データカードダス アイカツスターズ！』のマシン設置店舗にて、 

「アイカツスターズ！」の主人公「虹野ゆめ」と「アイカツフレンズ！」の主人公「友
ゆう

希
き

あいね」 

が描かれた特別なカードを配布します。 
 

※上記キャンペーンの詳細は『データカードダス アイカツスターズ！』公式サイトでご確認ください。 

http://www.aikatsu.com/stars/ 

 

『データカードダス アイカツフレンズ！』公式サイト：http://www.aikatsu.com/friends/ 

 

バンダイホームページ：http://www.bandai.co.jp/ 

 

 
 

※「データカードダス」はバンダイの登録商標です。※本プレスリリースに記載の内容は 2018 年 1月 25 日時点のものです。 

※画像は一部開発中のもので、実物とは異なる場合があります。 

 
 

 

▲オリジナルアイカツパス 

▲配布カード 

▲友
ゆう

希
き

あいね ▲湊
みなと

みお 

🔺日向
ひ な た

エマ 

▲蝶乃
ちょうの

舞
まい

花
か

 

神
かみ

城
しろ

カレン▶ ◀明日香
あ す か

ミライ 

https://www.youtube.com/user/aikatsuTV
http://www.aikatsu.com/stars/
http://www.aikatsu.com/friends/
http://www.bandai.co.jp/

