2018 年 12 ⽉ 3 ⽇
ユナイテッド株式会社
（コード番号︓2497 東証マザーズ）

トライフォート、オリジナル TV アニメ『RELEASE THE SPYCE』
アプリゲーム化！
『RELEASE THE SPYCE secret fragrance』
（リリース ザ スパイス シークレット フレグランス）

2019 年 春 配信予定！ 公式サイトを公開＆事前登録の受付を開始！

ユナイテッド株式会社（本社︓東京都渋⾕区、代表取締役会⻑ CEO︓早川与規、証券コード︓
2497、以下ユナイテッド）は、連結⼦会社であるソーシャル×スマートフォン領域に特化したアプリケーシ
ョンの開発事業を⼿掛ける株式会社トライフォート（本社︓東京都渋⾕区、代表取締役 CEO︓⼤⽵
慎太郎、以下「トライフォート」）と、株式会社オルトプラス（本社︓東京都豊島区、代表取締役
CEO︓⽯井 武）、株式会社 KADOKAWA（本社︓東京都千代⽥区、代表取締役社⻑︓松原
眞樹）が、12 ⽉ 1 ⽇(⼟)、オリジナル TV アニメ『RELEASE THE SPYCE』初のスマートフォンアプリゲ
ーム『RELEASE THE SPYCE secret fragrance』（略称︓『リリフレ』）の公式サイトを公開し、事
前登録を開始したことをお知らせいたします。
『リリフレ』の配信は、2019 年春を予定しております。

『リリフレ』公式サイトでは、カウントダウンのタイマーを設置し、カウントダウンがゼロになるたびに情報を公
開していきますので、ぜひ今後のアップデートにご注⽬ください。

・公式サイト︓https://relefra.jp
事前登録の開始にともない Twitter および LINE@アカウントも開設いたしました。『リリフレ』公式 SNS
では、最新情報を随時公開予定ですので、ぜひこの機会にフォロー、友だち登録をして今後の情報にご
期待ください。
・『リリフレ』公式 Twitter︓https://twitter.com/rts_sf
・『リリフレ』公式 LINE@︓https://line.me/R/ti/p/%40ybp9063v

■アプリゲーム化記念「SR 源モモ（CV: 安齋 由⾹⾥）」を全員にプレゼント

アプリゲーム化を記念して、『リリフレ』ではアプリをダウンロードしていただいたユーザーの⽅全員に、「SR 源
モモ（CV: 安齋 由⾹⾥）」をプレゼントいたします。また「メール」「Twitter」「LINE」での事前登録者
数に応じて、ゲームスタート時にユーザー全員がもらえる報酬アイテムも設定予定です。ぜひこの機会に事
前登録をして、今後の情報にご注⽬ください。
事前登録期間︓2018 年 12 ⽉ 1 ⽇（⼟）〜サービス開始まで

事前登録⽅法︓以下の⽅法で登録が可能です。
・事前登録サイトの「メールで事前登録」フォームでメールアドレスを登録
・『リリフレ』公式 Twitter（https://twitter.com/rts_sf）をフォロー
・『リリフレ』公式 LINE@（https://line.me/R/ti/p/%40ybp9063v）を友だちに追加
※事前登録の⽅法は、今後追加予定です。

■作品概要
『RELEASE THE SPYCE secret fragrance』（略称︓リリフレ）は、2018 年 10 ⽉より好評放
送中の TV アニメ『RELEASE THE SPYCE』（略称︓リリスパ）を原作とするスマートフォン向けアプリゲ
ームです。
原作の企画原案タカヒロ⽒がゲームオリジナルとなるストーリーを構築し、シナリオ執筆にも参加。
アニメには登場しなかったツキカゲ以外の私設情報機関や、新たな悪の組織が登場し、よりダイナミック
に展開していきます。
キャラクターグラフィックは原作アニメと同じく Lay-duce が担当。
⾳楽は、原作アニメでも⾳楽を担当した佐⾼陵平⽒（Hifumi,inc.）が書き下ろします。
アニメ『リリスパ』の世界観を引継ぎ、そしてより広げていくスマートフォンゲーム『RELEASE THE SPYCE
secret fragrance』は 2019 年春に国内配信を予定しております。

■制作スタッフ
原作︓SORASAKI.F
企画原案︓タカヒロ（みなとそふと）
キャラクター原案︓なもり
シナリオ︓タカヒロ ほか
キャラクターグラフィック︓Lay-duce
⾳楽︓佐⾼陵平（Hifumi,inc.）

【アニメ情報】
『RELEASE THE SPYCE』
キャラクター原案︓なもり×企画原案
シリーズ構成︓タカヒロによる、
オリジナル TV アニメ、絶賛放送中︕
MBS 毎週（⼟） 26:38〜
TOKYO MX 毎週（⽇） 23:30〜
BS11

毎週（⽇） 25:00〜

AT-X 毎週（⽉） 22:00〜
リピート放送 毎週（⽔）14:00 / 毎週（⼟）6:00 / 毎週
（⽇）8:00
©SORASAKI.F

【関連書籍情報】
『RELEASE THE SPYCE GOLDEN GENESIS』
半蔵⾨雪とその師匠・藤林⻑穂を中⼼とした、先代ツキカゲ達の戦いを描いたスピンオフノベル。
原作 SORASAKI.F
企画原案・シリーズ構成 タカヒロ（みなとそふと）
執筆 朱⽩あおい（ミームミーム）
イラスト なもり
定価︓ 1,188 円（本体 1,100 円＋税）
発売⽇︓2018 年 12 ⽉ 29 ⽇
※画像はイメージです。
電撃コミックス NEXT
『RELEASE THE SPYCE ないしょのミッション ２』
≪ツキカゲ≫メンバーの⽇常は少し刺激的!? 公式コミック第２巻︕

作画 美⽉ めいあ
原作 SORASAKI.F
企画原案 タカヒロ（みなとそふと）
キャラクターデザイン なもり
定価︓ 626 円（本体 580 円＋税）
発売⽇︓2018 年 12 ⽉ 27 ⽇

電撃コミックス NEXT
『RELEASE THE SPYCE ないしょのミッション １』
TV アニメでは描かれない≪ツキカゲ≫の活動がコミックに!!
作画 美⽉ めいあ
原作 SORASAKI.F
企画原案 タカヒロ（みなとそふと）
キャラクターデザイン なもり
定価︓ 626 円（本体 580 円＋税）
好評発売中
©SORASAKI.F
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【タイトル】『RELEASE THE SPYCE secret fragrance』（り
りーす ざ すぱいす しーくれっと ふれぐらんす）（略称︓『リリフ
レ』）
【ジャンル】スパイリッシュ RPG
【配信予定⽇】2019 年 春
【課⾦形態】基本無料（⼀部アプリ内課⾦あり）
【公式サイト】https://relefra.jp/
【公式 Twitter】https://twitter.com/rts_sf
【公式 LINE@】https://line.me/R/ti/p/%40ybp9063v

【メーカー名表記】KADOKAWA／オルトプラス／TriFort
【著作権表記】©SORASAKI.F ©KADOKAWA CORPORATION

2018 Developed by

AltPlus Inc. / TriFort, Inc.

[本件に関するお問い合わせ先]
株式会社オルトプラス 『リリフレ』広報担当
東京都豊島区東池袋三丁⽬ 1 番 1 号 サンシャイン 60 39 階
E-mail: pr@altplus.co.jp
URL︓http://www.altplus.co.jp
■トライフォート 会社概要
社名︓株式会社トライフォート
所在地︓東京都渋⾕区円⼭町 3-6 E・スペースタワー4F
設⽴︓2012 年 8 ⽉ 2 ⽇
代表者︓代表取締役 CEO ⼤⽵ 慎太郎
資本⾦︓724,009,660 円（資本準備⾦含む）
URL︓http://trifort.jp/
事業内容︓スマートフォンアプリ・ソーシャル領域に特化したアプリケーションの開発・運営
■ユナイテッド株式会社
所在地︓〒150-0002 東京都渋⾕区渋⾕1-2-5 MFPR渋⾕ビル 9階
設⽴⽇︓1998年2⽉20⽇
代表者︓代表取締役会⻑CEO 早川 与規（はやかわ とものり）
資本⾦︓2,922百万円（2018年3⽉末現在）
U R L︓http://united.jp

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
ユナイテッド株式会社 コーポレートカルチャー本部 広報グループ
Email: press@united.jp

