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『Clock over ORQUESTA』初戦の興奮さめやらぬまま第 2 のバトルがスタート！ 

桜小路二香と天馬七星のシングル CD も本日発売 

 

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)』(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) 

https://clockoverorquesta.com/ では、ユーザーの投票によって物語の展開とキャラクターバト

ルの勝敗が変化するバトルロイヤルを実施しています。本日・10 月 13日より、その第 2 戦がスタ

ートいたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『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 人の主人公たち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/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 人の主人公が繰り広げるバトルロイヤルの様子は、公式サイト上でのコミカラ

イズを通して描きます。 

コミックの展開と連動し、Twitter のアンケート機能を用いたユーザー投票と関

連商品に付属するポイントを用いたユーザー投票を行い、それらの集計結果によ

って戦いの展開や勝敗が決まっていきます。 

 

 

■バトルロイヤルの初戦が決着！  

12 人の主人公のうち最初に激突することになった朱鷺燈一夜と天馬六華の戦い

は、六華が常にアドバンテージを握り最後まで逃げ切る形で勝利を収めました。 

ふたりの戦いの様子は、公式サイトで公開中のコミックでご覧いただけます。 

 

●First season BATTLE 1on1   1st BATTLE STORY 朱鷺燈一夜 VS 天馬六華 

https://clockoverorquesta.com/season1-battle1/ 

 

ここで敗れた一夜は人形となり、夢の中へ……。 

六華は願いをかなえるために次の戦いへと進んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clockoverorquesta.com/season1-battle1/


■そして第二の戦いの幕が開く―― 

「何でも望みを叶えてあげる」 

 

対戦カードを発表する花火が夜空を彩る―― 

二香は大観覧車の上で、七星はゴーカートの中で目を覚ます。 

『願い』を賭けた運命の第二戦が今始まる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二の対戦カードは、 桜小路二香 VS 天馬七星。 

10 月 13 日より、公式サイト上でコミック第 1 話を公開し、あらたなユーザー投

票がスタートいたしました。 

どんな運命の分岐を経て決着に至るか、勝敗の行方もふくめてユーザーの皆さま

次第です。 

ぜひ、ふたりの戦いを見守り、その運命を左右する投票にご参加ください。 

 

【PV】2nd BATTLE 桜小路二香 vs 天馬七星 - Clock over ORQUESTA - 

https://www.youtube.com/watch?v=jyEW3UEJz0E 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jyEW3UEJz0E


1st BATTLE STORY 〈桜小路二香 VS 天馬七星〉 スケジュール 

10 月 13 日 12:00  1 話公開&投票受付開始 

10 月 20 日 18:00  2 話公開 

10 月 27 日 18:00  3 話公開 

11 月 3 日   18:00  4 話公開 

11 月 9 日   12:00  投票受付終了 

11 月 17 日   18:00  5 話公開&投票結果発表 

 

●First season BATTLE 1on1   2nd BATTLE STORY  桜小路二香 VS 天馬七星 

https://clockoverorquesta.com/season1-battle2/ 

 

 

■シングル CD 第 3 弾、第 4 弾が本日発売 

バトルを繰り広げる二香と七星、それぞれにスポットをあてたシングル CD を本日

(10 月 13 日)発売いたしました。 

収録楽曲とボイスドラマを通し、彼らが抱える願いにふれることができます。 

各 CD には、投票用のポイントが特典として付属しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

エレガンテ －】 

01.「King of Hearts」 

桜小路二香（青年 CV：森川智之/少年 CV：皆川純子） 

作詞：川住かつお、作曲・編曲：xaki 

 

https://clockoverorquesta.com/season1-battle2/


02.「SECONDS（Never↓and ver.）」 

桜小路二香（少年 CV：皆川純子） 

作詞作曲：164、編曲：大山曜 

  

03.ボイスドラマ「桜小路二香【elegante － エレガンテ －】」 

桜小路二香（青年 CV：森川智之／少年 CV：皆川純子） 

九重九日（青年 CV：立花慎之介） 

不破十紀人（青年 CV：鳥海浩輔） 

 

 

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

ョコーソ －】 

01.「宙の塔」 

天馬七星（青年 CV：日野聡/少年 CV：井上麻里奈） 

作詞：川住かつお 作曲・編曲：中村エイジ 

  

02.「nana～ぼくのうた～（Never↓and ver.）」 

天馬七星（少年 CV：井上麻里奈） 

作詞作曲：れるりり、編曲：teppe 

  

03.ボイスドラマ「天馬七星【giocoso － ジョコーソ －】」 

天馬七星（青年 CV：日野聡／少年 CV：井上麻里奈） 

天馬六華（青年 CV：村瀬歩／少年 CV：金田朋子） 

不破十紀人（少年 CV：竹内順子） 

 

 

※各 CD には封入特典として 2nd BATTLE 期間のみ使用可能な 100pt 投票券が付属します。 

※お取り扱い店やデジタル配信に関する詳細は、公式サイトの PRODUCT ページをご覧くださ

い。https://clockoverorquesta.com/product/cd/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://clockoverorquesta.com/product/cd/


■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://clockoverorquesta.com/
https://twitter.com/ClQST_info
https://www.youtube.com/channel/UCWhd_6aWvF60bMze3ZSucbw
https://www.eisys.co.jp/inquiry

