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2019 年 7 月 30 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 

 

イケメン役者育成ゲーム『A3!（エースリー）』 

「A3! BLOOMING CARNIVAL」立ち絵イラスト解禁！ 

フードコーナーのラインナップや追加グッズ情報も公開！ 

 
 

株式会社リベル・エンタテインメントは、イケメン役者育成ゲーム『A3!（エースリー）』（iOS/Android

アプリ）につきまして、2019 年 8 月 17 日（土）～18 日（日）にて実施が決定しているフェス型イベン

ト「A3! BLOOMING CARNIVAL」の劇団員 24 名の立ち絵イラストを、本日放送された「A3! MANKAI カ

ンパニー夏の公開生稽古！2019」内で解禁しました。また、フードコーナーの商品ラインナップや追加

のグッズ情報なども公開しました。 

 

■「A3! BLOOMING CARNIVAL」立ち絵イラスト解禁！ 

『A3!』初のフェス型イベント「A3! BLOOMING CARNIVAL（エースリーブルーミングカーニバル）」

（2019 年 8 月 17 日（土）～18 日（日））の劇団員 24 名の立ち絵イラストを、本日放送された「A3! 

MANKAI カンパニー夏の公開生稽古！2019」内にて公開しました。描き下ろしは、アメリカンレトロを

意識した豪華なビジュアルになっています。 

 

■『OMI’S Kitchen』ラインナップ公開！ 

また同番組内にて、フードコーナー『OMI’S Kitchen』の商品ラインナップを一部公開しました。キャ

ラクターをイメージしたフードや組をイメージしたドリンクを提供予定。さらにローソンブースでは A3!

パッケージになった「からあげくん」も販売のほか、アニメイトカフェブースで販売のドリンクは、コー

スターがもらえる特典付きとなっています。その他のラインナップは特設サイト（https://a3-blooming-

carnival.jp/）にてぜひご確認ください。 

 

■追加グッズ情報や入場特典も公開！ 

その他特設サイトでは、グッズ情報第二弾を解禁したほか、来場者全員特典のデザインチケットのビジ

ュアルも解禁しました。詳細は特設サイト（https://a3-blooming-carnival.jp/）にてぜひご確認ください。 

https://a3-blooming-carnival.jp/
https://a3-blooming-carnival.jp/
https://a3-blooming-carnival.jp/
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■イベント詳細 

タイトル A3! BLOOMING CARNIVAL 

日時 

2019 年 8 月 17 日（土）～18 日（日） 

10:00～17:00（最終入場 16:30） 

※券種によって入場時間が異なります。 

アーリーチケット／コスプレ参加チケット：10:00 入場開始予定 

その他入場チケット          ：12:00 入場開始予定 

会場 
幕張メッセ国際展示場 9-10 ホール 

〒261-8550 千葉市美浜区中瀬 2-1 

チケット代 

【ミニステージ着席観覧チケット】（全席指定） 

1 日目（8 月 17 日） 

・OPENING STAGE～A3! Blooming RADIO 公開収録①：1,000 円 

・A3! Blooming RADIO 公開収録②：1,000 円 

・A3! BLOOMING LIVE 2019 先行上映会～SPECIAL SUMMER EDITION～：1,500 円 

 

2 日目（8 月 18 日） 

・『A3!』×MANKAI STAGE『A3!』 SPECIAL TALK SESSION：1,000 円 

・A3! BLOOMING「仮歌」LIVE：2,000 円 

・CLOSING STAGE～【アニメ『A3!』新情報発表ステージ】：1,000 円 

 

※本券のみではイベントにご入場いただけません。必ず入場チケットとあわせてご

購入ください。（ステージご観覧をご希望のお客様は、対象日の入場チケットを必ず

7/11(木)23:59 までに購入ください。入場チケットをお持ちでない方は、着席観覧チ

ケットに当選した場合でもステージ観覧をすることは出来ません、ご注意くださ

い。） 

※未就学児入場不可／転売・譲渡禁止 

※いかなる事情が生じましても、ご購入・お引き換え後の変更や払い戻しは出来ま

せん。 

特設サイト https://a3-blooming-carnival.jp/ 

イベント

Twitter 
https://twitter.com/mankai_event (@mankai_event) 

チケット販売

に関するお問

い合わせ 

ローソンチケットインフォメーション TEL:0570-000-777 

（10:00～20:00） 

イベントに関

するお問い合

わせ 

A3! BLOOMING CARNIVAL 実行委員会 TEL:03-6230-9743 

（平日 11:00～17:00） 

 

 

 

 

https://twitter.com/mankai_event
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■A3! BLOOMING CARNIVAL ミニステージタイムテーブル詳細 

DAY1【8 月 17 日（土）】 

OPEN 12:00／START 13:00 

●OPENING STAGE～A3! Blooming RADIO 公開収録① 

出演者：OPENING MC：天津向、パーソナリティ：五十嵐雅（シトロン役）、廣瀬大介（斑鳩三角役） 

ゲスト：酒井広大（佐久間咲也役）、小西成弥（泉田 莇役） 

内容：ゲーム情報をまじえたオープニングステージ！A3! Blooming RADIO の公開収録を合わせて開催。

カーニバル始まりの盛り上がりを皆さまにお伝えします。 

■配信： 13:00 開演  

 ・ニコニコ生放送→https://live2.nicovideo.jp/watch/lv321182255  

 ・LINE LIVE→ https://live.line.me/channels/900/upcoming/11776843  

 ・Periscope→当日お知らせいたします 

 

 

OPEN 14:10／START 14:40 

●A3! Blooming RADIO 公開収録② 

出演者：パーソナリティ：五十嵐雅（シトロン役）、廣瀬大介（斑鳩三角役） 

ゲスト：山谷祥生（向坂 椋役）・小澤廉（三好一成役） 

内容：A3! Blooming RADIO では夏組より山谷祥生さん・小澤廉さんをゲストにお迎えして公開収録！暑

い夏に負けない熱いラジオがここに！ 

 

OPEN 15:35／START 16:05 

●A3! BLOOMING LIVE 2019 先行上映会～SPECIAL SUMMER EDITION～ 

出演者：山谷祥生（向坂 椋役）、廣瀬大介（斑鳩三角役）、小澤廉（三好一成役） MC：天津向 

内容：9 月 25 日(水)発売予定の Blu-ray＆DVD「A3! BLOOMING LIVE 2019」より、夏組を中心にピッ

クアップしたスペシャルエディションをどこよりも早く上映！終了後には夏組３名によるトークも予定

しています。ペンライト OK！声だし OK！奮ってご参加ください。 

 

17:00 CLOSE 

 

DAY2【8 月 18 日（日）】 

OPEN 12:00／START 13:00 

●『A3!』×MANKAI STAGE『A3!』 SPECIAL TALK SESSION 

出演者：五十嵐雅・古谷大和（シトロン役）、帆世雄一・藤田玲（古市左京役） MC：天津向 

内容：『A3!』初のゲームと舞台のキャストのトークセッションが決定！ 

シトロン役・古市左京役のお二方ずつをお招きし、作品の魅力やキャラクターへの愛を存分に語っていた

だきます。 

 

OPEN 13:55／START 14:25 

●A3! BLOOMING「仮歌」LIVE 

https://live2.nicovideo.jp/watch/lv321182255
https://live.line.me/channels/900/upcoming/11776843
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出演者：オーイシマサヨシ 

内容：主題歌をはじめ、『A3!』の数々の楽曲を制作してきた大石昌良。今回はここでしか見られない『A3!』

関連楽曲のみの仮歌ライブを"オーイシマサヨシ"がお届けします！ 

 

OPEN 15:20／START 15:50 

●CLOSING STAGE～【アニメ『A3!』新情報発表ステージ】 

出演者：酒井広大（佐久間咲也役）、浅沼晋太郎（茅ヶ崎 至役）、土岐隼一（瑠璃川 幸役）、 

帆世雄一（古市左京役）、田丸篤志（月岡 紬役） MC：天津向 

内容：ラストステージでは待望のアニメ『A3!』の新情報を発表！生配信も予定しておりますので、当日

会場にお越しいただけない方も楽しみにお待ちください！ 

■配信：15:50 開演  

 ・ニコニコ生放送→https://live2.nicovideo.jp/watch/lv321183101  

 ・LINE LIVE→https://live.line.me/channels/900/upcoming/11779527  

 ・Periscope→当日お知らせいたします 

 

 

17:00 CLOSE 

 

※イベント・内容・出演者は諸般の事情により、予告なく変更・中止となる場合がございます。  

https://live2.nicovideo.jp/watch/lv321183101
https://live.line.me/channels/900/upcoming/11779527
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■『A3!』とは？ 

   

『A3!』は劇団の主宰兼『総監督』となり、イケメン劇団員たちをキャスティングして青春ストーリー

が楽しめるイケメン役者育成ゲームです。メインストーリーは豪華声優陣によるフルボイス。春組、夏

組、秋組、冬組に所属するまだ“つぼみ”状態のイケメン役者たちを小劇場の舞台上で満開に咲かせよう！ 

 

■ストーリー 

「カントク！オレたちを…咲かせてください！」 

東京の郊外の街、天鵞絨（ビロード）町。この町には『ビロードウェイ』と呼ばれる通りがあり、多く

の劇団が拠点にする劇団員の聖地となっている。突然届いた一通の手紙を頼りにこの地に降り立ったあ

なた。元舞台役者のあなたが出会ったのは―…【・借金まみれ！・お客ゼロ！・劇団員たった 1 名！】か

つての栄光を失った潰れかけのボロ劇団！ひょんなことからその劇団を立て直す事になったあなたは、

劇団の主宰兼『総監督』を任されることになって―…？待望の第二部も順次配信開始！ 

 

■ゲームのポイント 

   
POINT1 豪華フルボイス！演劇開花スト

ーリー 
メインストーリーはフルボイス！演劇の

世界へ飛び込んだ新米劇団員たちの全力

開花を見届けよう！ 

POINT2 劇団員を育てて自分好みにキ

ャスティング！ 
育成したい劇団員をチョイスして、簡単タ

ップで稽古しよう！育てた劇団員は公演

で活躍してくれるよ！ 

POINT3 楽しいミニゲーム！出稼ぎでハ

ートキャッチ！ 
タップが楽しい出稼ぎミニゲームにも挑

戦しよう！選んだ劇団員の組み合わせで

変化するミニ会話にも注目！ 

 

■クレジット 

キャラクターデザイン：冨士原良 

メインシナリオライター：トム 

楽曲制作陣：大石昌良／園田健太郎／ヒゲドライバー／R・O・N／織田あすか（Elements Garden）／末

益 涼 太 (Elements Garden) ／ 利 根 川 貴 之 ／ 北 川 勝 利 (ROUND TABLE) ／ ゆ よ ゆ っ ぺ ／ 沖 井 礼 二

（TWEEDEES）／emon(Tes.) 他 

 

■声優陣 

浅沼晋太郎／市来光弘／五十嵐雅／江口拓也／置鮎龍太郎／小澤廉／柿原徹也／楠大典／熊谷健太郎／

小西克幸／小西成弥／酒井広大／佐藤拓也／沢城千春／白井悠介／武内駿輔／田丸篤志／寺島惇太／土

岐隼一／豊永利行／西山宏太朗／野上翔／畠中祐／羽多野渉／濱健人／日野聡／廣瀬大介／帆世雄一／

山谷祥生 他（五十音順）  
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■A3! 詳細 

タイトル A3!（読み方：エースリー） 

アプリアイコン 

 
配信開始日 2017 年 1 月 27 日（金） 

価格 基本プレイ無料(一部アイテム課金制) 

カテゴリー イケメン役者育成ゲーム 

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.a3-liber.jp 

iOS URL https://itunes.apple.com/jp/app/a3!/id1160565264?l=ja&ls=1&mt=8 

Android URL https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.liberent.mankai 

公式 Twitter @mankai_company 

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『アイ★チュウ』、『A3!』、『蒼焔の艦隊』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。 

 

 


