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各位 

株式会社エイシス 

代表取締役 明石耕作 

https://www.eisys.co.jp/ 

 

豪華声優陣が歌い演じるシングル CD の発売日が決定！ 

SNS 連動型プロジェクト『Clock over ORQUESTA』、 

運命をかけたバトルロイヤルの対戦カードも公開 

 

株式会社エイシス(所在地：東京都千代田区、代表取締役：明石耕作)は、SNS連動型キャラクタ

ーソングプロジェクト『Clock over ORQUESTA(クロック・オーバー・オルケスタ)』 

https://clockoverorquesta.com/ において、12枚のシングル CDの発売日を公開するとともに、

ユーザー投票によって勝敗が決まるバトルロイヤルの対戦カードを発表いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『Clock over ORQUESTA』(公式略称 #クロケスタ)は、SNS、ボイスドラマ、楽曲

を連動して展開するプロジェクトです。 

12 人の主人公がそれぞれの運命と願いをかけてバトルロイヤルを繰り広げる本

作。 

謎のビスクドールに導かれて訪れた夢の世界《Never↓and》で、主人公たちはそ

れぞれ少年の姿に変えられ、現実で強く願った望みを叶えるために戦うことを義

務付けられています。 

物語上には青年時代と少年時代の主人公が登場し、男性声優陣が青年時代を、女

性声優陣が少年時代をそれぞれ演じています。 

https://www.eisys.co.jp/
https://clockoverorquesta.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たに発売する 12 枚のシングル CD は、主人公一人ひとりにスポットをあて 

 ・青年役と少年役の声優 2 名による完全新曲のデュエットソング 

 ・少年役女性声優が歌唱するキャラクターイメージソング Never↓and ver.ア

レンジ 

 ・各キャラクターが Never↓and に落ちるまでの前日譚を描くボイスドラマ 

を収録いたします。 

 

本日より各 CD の予約受付を開始するとともに、シングル CD まとめ予約特典につ

いても企画を進めております。 

詳細は https://clockoverorquesta.com/product/ をご確認ください。 

 

 

一連のシングル CD の発売と連動して、本プロジェクトの大きな特徴であるユーザ

ー投票によるバトルが本格的にスタートいたします。 

楽曲やボイスドラマ、コミックをお楽しみいただくとともに、キャラクターの運

命を決める投票にもぜひご参加ください！ 

 

 

 

https://clockoverorquesta.com/product/


■シングル CD 発売スケジュール 

 

●8 月 25 日発売 

・Clock over ORQUESTA First season BATTLE Vol.01 朱鷺燈 一夜【dolente －

ドレンテ－】 

出演・歌唱：山下大輝、田村睦心 

01.「Start」 朱鷺燈一夜（青年 CV：山下大輝/少年 CV：田村睦心）、作詞：川

住かつお、作編曲：中村エイジ 

02.「ただ一つ、夜を越えて（Never↓and ver.）」 朱鷺燈一夜（少年 CV：田村

睦心）、作詞作曲：40mP、編曲：xaki 

03.ボイスドラマ「朱鷺燈 一夜【dolente －ドレンテ－】」 

 

・Clock over ORQUESTA First season BATTLE Vol.02 天馬六華【agitato － ア

ジタート －】 

出演・歌唱：村瀬歩、金田朋子 

01．「境界で鏡面」 天馬六華（青年 CV：村瀬歩/少年 CV：金田朋子）、作詞：

川住かつお、作編曲：xaki 

02．「午前六時のブギウギ（Never↓and ver.）」 天馬六華（少年 CV:金田朋

子）、作詞作曲：梨本うい、編曲：大山曜 

03．ボイスドラマ「天馬六華【agitato － アジタート －】」 

  

 

シングル第一弾、朱鷺燈 一夜と天馬六華のジャケットを公開。 

イラスト：バツムラアイコ 

 



●10 月 13 日発売 

・Clock over ORQUESTA First season BATTLE Vol.03 桜小路二香【elegante － 

エレガンテ －】 

出演・歌唱：森川智之、皆川純子 

・Clock over ORQUESTA First season BATTLE Vol.04 天馬七星【giocoso － ジ

ョコーソ －】 

出演・歌唱：日野聡、井上麻里奈 

 

●12 月 1 日発売 

・Clock over ORQUESTA First season BATTLE Vol.05 栗花落四麻【scherzando 

－ スケルツァンド －】 

出演・歌唱：置鮎龍太郎、三瓶由布子 

・Clock over ORQUESTA First season BATTLE Vol.06 九重九日【dolce － ドル

チェ －】 

出演・歌唱：立花慎之介、佐藤利奈 

 

●1 月 19 日発売 

・Clock over ORQUESTA First season BATTLE Vol.07 小豆沢三斗【cantabile 

－ カンタビレ －】 

出演・歌唱：服部想之介、白石涼子 

・Clock over ORQUESTA First season BATTLE Vol.08 音葉五百助【risoluto － 

リゾルート －】 

出演・歌唱：野田てつろう、伊瀬茉莉也 

 

●3 月 9 日発売 

・Clock over ORQUESTA First season BATTLE Vol.09 榊八色【marciale － マ

ルチャーレ －】 

出演・歌唱：堀内賢雄、朴璐美 

・Clock over ORQUESTA First season BATTLE Vol.10 春海一十【pastoso － パ

ストーソ －】 

出演・歌唱：山路和弘、久川綾 

 

●4 月 27 日発売 

・Clock over ORQUESTA First season BATTLE Vol.11 不破十紀人【portando － 

ポルタンド －】 

出演・歌唱：鳥海浩輔、竹内順子 



・Clock over ORQUESTA First season BATTLE Vol.12 朱鷺燈零士【quieto － 

クイエート －】 

出演・歌唱：緑川光、緒方恵美 

 

※第 2 弾以降のシングル CD 収録内容の詳細は今後公開してまいります。 

※発売スケジュールはいずれも予定であり、変更となる場合がございます。  

※価格はいずれも 1,430 円(税込み) 

※封入特典としてキャラクターのバトル投票に使用できる投票券≪ネバーランドチケット≫

100 ポイント分が付属。 

※ご予約方法、予約特典などは https://clockoverorquesta.com/product/ をご確認くださ

い。 

 

 

■生き残りをかけた熾烈なバトルロイヤル、 

初戦を飾るのは 一夜 VS 六華！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『Clock over ORQUESTA』は、ユーザー投票の結果によって、物語の展開やキャラ

クターの運命が決まり、それに伴って制作する関連コンテンツ、製品が変化する

SNS 連動型のプロジェクトです。 

この度のシングル CD と連動してファーストシーズンバトルがはじまり、運命の歯

車がいよいよ大きく動き始めます。 

ファーストシーズンバトルは 1 対 1 の個人戦です。 

各キャラクターの CD 発売日にそれぞれ戦いの火ぶたが切って落とされます。 

https://clockoverorquesta.com/product/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   第 1 戦 朱鷺燈一夜 VS 天馬六華  8 月 25 日バトル開始 

   第 2 戦 桜小路二香 VS 天馬七星  10 月 13 日バトル開始 

   第 3 戦 栗花落四麻 VS 九重九日  12 月 1 日バトル開始 

   第 4 戦 小豆沢三斗 VS 音葉五百助 1 月 19 日バトル開始 

   第 5 戦 榊八色 VS 春海一十    3 月 9 日バトル開始 

   第 6 戦 不破十紀人 VS 朱鷺燈零士 4 月 27 日バトル開始 

※日程はいずれも予定であり、変更となる場合がございます。 

 

Twitter 上で開催するユーザー投票と、発売済みの 1st アルバム「CLOQUESTA」お

よび各シングル CD に付属する『ネバーランドチケット』を用いた投票の集計によ

り、それぞれのバトルの勝敗が決します。 

 

勝利を掴み先に進むことが出来るのは 6 名、敗れた 6 名は夢の世界で人形として

過ごすことを余儀なくされます――彼らの運命を握っているのは、『Clock over 

ORQUESTA』を見守るユーザーのみなさまです。 

ぜひ投票にご参加ください。 

 

投票システムについて：https://clockoverorquesta.com/neverland/ 

 

https://clockoverorquesta.com/neverland/


■プロジェクト概要 

 

 

 

 

 

SNS 連動型キャラクターソングプロジェクト『Clock over ORQUESTA』 

(読み クロック オーバー オルケスタ) 

公式サイト    ：https://clockoverorquesta.com 

公式 Twitter     ：https://twitter.com/ClQST_info 

推奨ハッシュタグ ：#クロケスタ 

公式チャンネル  ：

https://www.youtube.com/channel/UCWhd_6aWvF60bMze3ZSucbw 

出演       ： 

山下大輝、田村睦心、森川智之、皆川純子、服部想之介、白石涼子、置鮎龍太

郎、三瓶由布子、野田てつろう、伊瀬茉莉也、村瀬歩、金田朋子、日野聡、井上

麻里奈、堀内賢雄、朴璐美、立花慎之介、佐藤利奈、鳥海浩輔、竹内順子、山路

和弘、久川綾、緑川光、緒方恵美、ほか(担当キャラクター順・敬称略) 

メインテーマ   ：「CLOQUESTA」 vocal・奥井雅美 作詞・大河ゆの 作曲編

曲：大山曜(ZIZZ STUDIO) 

原作       ：大河ゆの 

シナリオ     ：大河ゆの／あいざわあつこ(トライファクション) 

企画・製作    ：viviON 

 

 

■問い合わせ窓口 本発表に関するお問い合わせは、<コチラ>よりご連絡ください。 

https://www.eisys.co.jp/inquiry

