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2017 年 10 月 5 日 

各位 

株式会社リベル・エンタテインメント 

代表取締役社長 林田浩太郎 

 

『アイ★チュウ』約 923 万票を集めた総選挙上位キャラクター3 名と 

ラッキーボーイのソロ楽曲を収録したミニアルバム発売決定！ 

 

株式会社リベル・エンタテインメントは、iOS/Android 向け恋愛リズムアドベンチャーゲーム『アイ★

チュウ』につきまして、約 923 万票と前年結果の 600 万票を大きく上回る数を集めた 2017 年の総選挙

である「I★Chu Award ～2017～」の結果から、上位 3 名とラッキーボーイのソロ楽曲を収録したミニ

アルバム『アイ★チュウ ～I★Chu Award 2017 ミニアルバム～』を発売することを発表しました。 

『アイ★チュウ』はリリース以来多くのお客様「プロデューサー」にお楽しみ頂き、2017 年 1 月には

100 万ダウンロードを突破する人気ゲームとなっています。 

 

■総選挙上位キャラクター3 名とラッキーボーイのソロ楽曲を収録したミニアルバム発売決定！ 

 

ミニアルバムには 1 位の Alchemist

の麗 朔空（CV:西山 宏太朗）・2 位

の Lancelot の赤羽根 双海（CV:内

田 雄馬）・3 位の RE：BERSERK の

エヴァ・アームストロング（CV:下野 

紘）、そしてラッキーボーイの RE：

BERSERK の十文字 蛮（CV:下妻 由

幸）のソロ楽曲が収録。それぞれの楽

曲はソロに相応しくキャラクター性が

存分に発揮された個性満載の楽曲で、さらに上位 3 位のキャラクターの所属するグループのボイスドラ

マも 3 トラック収録されます。 

封入特典として初回限定盤では【ゲーム内アイテム『総選挙 2017 GR コード（全 4 種の内 1 種選択

可）』プレゼントコード】、通常盤では【ゲーム内アイテム『プレミアムチケット（１枚）』プレゼント

コード】、初回限定盤は追加で【イラストカード＜全４種＞】と【缶バッジ（全４種の内 1 つランダ

ム）】が用意されています。また、店舗特典も多数用意されているので、お気に入りの特典と共に総選

挙の名にふさわしいミニアルバムを是非ゲットしましょう。 

 

なお、アイ★チュウは 11 月 1 日（水）21 時よりビクターエンタ

テインメントの LINE LIVE チャンネルにてエヴァ・アームストロン

グ役の下野紘と十文字蛮役の下妻由幸による生放送「アイ★チュウ 

ザ・TV」の配信を行います。番組内ではミニアルバムの事を中心に

総選挙やゲームの裏話などここでしか聞けないトークを行います。

こちらも合わせて是非チェックしましょう。 

  
初回限定盤 通常盤 
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作品情報 

■2017 年 12 月 6 日（水）発売『アイ★チュウ～I★Chu Award 2017 ミニアルバム～』 

【初回限定盤】CD+缶バッジ 1 種+イラストカード４種＋ゲーム内アイテムプレゼントコード / \.2500 

(税抜）VIZL-1285  

【通常盤】CD ＋初回生産分のみゲーム内アイテムプレゼントコード封入/ \.2000(税抜) VICL-64901 

【収録楽曲】（全形態共通） 

1. ZOKU ZOKU させて☆ 

作詞：大森祥子 作曲：神谷礼 編曲：神谷礼 

歌：麗 朔空(CV：西山宏太朗) ～I★Chu Award 2017 第一位～ 

2. だいじょうぶ 

作詞：大森祥子 作曲：渡辺和紀 編曲：渡辺和紀 

歌：赤羽根 双海(CV：内田雄馬)  ～I★Chu Award 2017 第二位～ 

3. 血潮に咲く百合 

作詞：大森祥子 作曲：山口朗彦 編曲：山口朗彦 

歌：鮮血の帝王(CV：下野紘)  ～I★Chu Award 2017 第三位～ 

4. BAN BAN BURN 

作詞：大森祥子 作曲：楠瀬タクヤ 編曲：楠瀬タクヤ 

歌：罪人の道化師(CV：下妻由幸） ～I★Chu Award 2017 ラッキーボーイ～ 

５．ドラマ ～Alchemist～ 

６．ドラマ ～Lancelot～ 

７．ドラマ ～RE:BERSERK～ 

 

【封入特典】 

■初回限定盤 

・I★Chu Award 2017 缶バッジ（全４種の内 1 種）ランダム封入 

・ゲーム内アイテム『総選挙 2017 GR コード（全 4 種の内 1 種選択可）』プレゼントコード 

・イラストカード＜全４種＞ 

■通常盤※初回生産分のみ 

・ゲーム内アイテム『プレミアムチケット(１枚)』プレゼントコード 

 

■配信情報 

・iTunes Store、 レコチョク 他、各音楽配信サイトにて 12 月 6 日（水）より一斉配信開始 
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店舗特典情報 

■2017 年 12 月 6 日(水)発売 

アイ★チュウ 「アイ★チュウ ～I★Chu Award 2017 ミニアルバム～」 

【初回限定盤】VIZL-1285 

【通常盤】VICL-64901 

 

チェーン別オリジナル特典 

アニメイト全国各店/アニメイトオン

ラインショップ 

キャストコメント CD ～Thanks for your vote～ 

1. Thanks from 西山 宏太朗 (Alchemist・麗 朔空役) 

2. Thanks from 内田 雄馬 (Lancelot・赤羽根 双海役) 

3. Thanks from 下野 紘 (RE：BERSERK・エヴァ・アー

ムストロング役) 

4. Thanks from 下妻 由幸 (RE：BERSERK・十文字 蛮役) 

タワーレコード全国各店/タワーオン

ライン 
ステッカー(パターン A) 

TSUTAYA RECORDS（一部店舗を除

く）/TSUTAYA オンラインショッピン

グ 

＊TSUTAYA オンラインショッピング

での特典提供はご予約分のみ対象 

ステッカー(パターン B) 

アニメガ ・文教堂（一部店舗除く）・

文教堂 EC サイト 

クリアイラストカード 

Neowing KG サイズポートレイト 

エビテン(ebten) アクリルキーホルダー 

ステラワース 2L 版ブロマイド 

セブンネットショッピング ポストカード 

Amazon.co.jp A5 サイズクリアファイル 

※特典は数に限りがございます。 

※先着での配布となり、無くなり次第終了致します。 

※上記対象チェーンの一部店舗では特典の取り扱いの無い店舗がございます。 
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LINE LIVE 情報 

■『アイ★チュウ ザ・TV ～We are I★CHU Vol.10～』 

日時 2017 年 11 月 1 日 21 時～ 

出演 エヴァ・アームストロング役 下野紘 / 十文字蛮役 下妻由幸 

内容 アイ★チュウよりエヴァ・アームストロング役の下野紘さんと十文字蛮役の下妻由幸さんが

出演。番組では質問などお便りを募集中。Twitter でハッシュタグ「＃アイチュウ TV お便

り」で呟いてください。あなたのお便りが読まれるかも！？お楽しみに！ 

ハッシュダグ：＃アイチュウ TV お便り 

URL https://live.line.me/channels/520 upcoming/5495898 

 

イベント情報 

■「LIVE!! アイ★チュウ The Stage ～étincelle～」 

日時 2017 年 11 月 25 日（土） 

昼の部 開場 13:00／開演 14:00 

夜の部 開場 17:30／開演 18:30 

会場 ZeppTokyo 

出演 F∞F・・・ 愛童星夜：飯山裕太/湊奏多：丸目聖人/御剣晃：小波津亜廉 

Twinkle Bell・・・ 枢木皐月：石渡真修  

I♥B・・・ノア：佐川大樹/レオン：結城伽寿也/黎朝陽：登野城佑真/ラビ：辻凌志

朗※「辻」は一点しんにょう /リュカ：田中晃平 

ArS・・・日下部虎彦：綾切拓也/桃井恭介：古畑恵介/鳶倉アキヲ：八島諒/海部子

規：山内圭輔/折原輝：荒一陽 /若王子楽：中島拓斗 

POP'N STAR・・・華房心：設楽銀河 

※出演者は予告なく変更となる場合がございます。 

チケット情報 【チケット料金】全席指定 7,000 円 

(税込・当日入場時に別途ドリンク代として 500 円が必要です)  

【一般販売】2017 年 10 月 7 日（土）より販売開始 

URL http://www.mmjp.or.jp/birthday/live-ichu-the-stage.html 
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■POP’N STAR CARNIVAL！ 

 

日時 2017 年 12 月 9 日（土） 

昼の部 開場 13:30／開演 14:30 

夜の部 開場 17:00／開演 18:00 

会場 日テレらんらんホール 

出演 アイ★チュウ POP'N STAR： 

華房心役 村瀬歩／神楽坂ルナ役 天﨑滉平／及川桃助役 山本和臣 

ゲスト：十文字蛮役 下妻由幸 

and more... 

詳細 LIVE、生ドラマ、トークなど POP’N STAR の魅力満載のイベント 

チケット情報 【一般販売】2017 年 10 月 14 日（土）10:00 より販売開始 

URL http://www.mmjp.or.jp/birthday/ichu-popnstar.html 
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■『アイ★チュウ』とは 

「アイ★チュウ」はプレイヤーが教師兼プロデューサーとなり、アイドルの卵アイチュウを一人前のア

イドルに育成する恋愛リズムアドベンチャーゲームです。アイチュウやクマ校長を総勢 33 名の豪華男

性声優が演じます。 

 

天﨑滉平／井口祐一／内田雄馬／梅原裕一郎／榎木淳弥／小野友樹／柿原徹也／花倉洸幸／木村良平／

KENN／小林裕介／近藤隆／斉藤壮馬／下妻由幸／下野紘／白井悠介／内匠靖明／田丸篤志／豊永利行

／中西尚也／西山宏太朗／花江夏樹／平川大輔／前野智昭／増田俊樹／松岡禎丞／峰岸佳／村瀬歩／森

久保祥太郎／谷地克文／山本和臣／ロア健治 （50 音順） 

 

■ゲーム内容 

有名男性声優によるストーリーパートとリズムゲームパートのふたつの軸でゲームをお楽しみ頂けま

す！恋愛ストーリーではダミーヘッドマイクを用いた高音質のボイスが再生されます。 

・ストーリーパートでは総勢 33 名の有名声優によるメインストーリーと恋愛ストーリーが展開！ 

・リズムゲームでは登場アイドルグループの声優陣が熱唱するオリジナル楽曲が登場！ 

 

■ゲーム概要 

 

【タイトル】：アイ★チュウ（読み方：アイチュウ） 

【配信開始日】：iOS 版/Android 版配信中 

【価格】：基本プレイ無料(一部アイテム課金制) 

【カテゴリー】：恋愛リズムアドベンチャー 

【対応 OS】iOS/Android ※機種によりご利用頂けない場合があります。 

【公式サイト URL】：https://www.i-chu.jp 

【公式Ｔｗｉｔｔｅｒ】https://twitter.com/ichu_official 

【iOS 版ストア URL】https://itunes.apple.com/jp/app/id985171229?mt=8 

【Android 版ストア URL】https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Ent.Liber 

【権利表記】©Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. 

 

■株式会社リベル・エンタテインメントについて 

リベル・エンタテインメントは恋愛リズムアドベンチャー『アイ★チュウ』をはじめ、ソーシャルゲーム、

スマートフォンアプリの開発から運営まで多岐にわたり展開しています。社名のリベル（Liber）とは「生

産と豊穣」を司る古代ローマ神の名前で、穀物が豊かに実るように、豊かな発想でクリエイティブなエン

タテインメント作品を生み出したいと思い名付けました。 

 

■本件に関するお問い合わせ先 

株式会社リベル・エンタテインメント 

東京都千代田区鍛冶町 1-9-16 丸石第二ビル 6 階 

E-mail：pr@liberent.co.jp  URL: https://liberent.co.jp/ 


