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2019 年 10 月 3 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 

 

次世代声優育成ゲーム『CUE!（キュー）』 

オープニングアニメ公開！& CUE! 1st Single「Forever Friends」発売直前

ミニライブイベント開催決定！ 

 
株式会社リベル・エンタテインメントは、次世代声優育成ゲーム『CUE!』（2019 年秋リリース予定）

において、プロモーション動画で使用されていたオープニングアニメ映像ノーカット版を公開しました。

また、11 月 17 日（日）に CUE! 1st Single「Forever Friends」の発売を記念して、池袋サンシャインシ

ティ 噴水広場での発売直前イベントの開催が決定しました。 

 

■オープニングアニメ映像解禁！ 

本 日 プ ロ モ ー シ ョ ン 動 画 で 使 用 さ れ て い た オ ー プ ニ ン グ ア ニ メ 映 像 ノ ー カ ッ ト 版

（https://youtu.be/kEFDd6msEV8）を公開しました。ぜひチェックしてください。 

 

■CD 発売直前イベントの開催決定！ 

 11 月 17 日（日）に CUE! 1st Single「Forever Friends」の発売を記念して、池袋サンシャインシティ 

噴水広場での発売直前イベントの開催が決定しました。イベント当日にアルパ B1F 噴水広場の特設即売

所にて「Forever Friends」をご予約（全額内金）いただいた方は先着で「優先エリア入場券」を配布の

上、ご招待します。『CUE!』キャストによるトークとミニライブをお楽しみください。 

 また、CUE! 1st Single「Forever Friends」歌唱ユニット名が【AiR BLUE（エールブルー）】に正式に

決定しました！今後 CUE! all cast のことを AiR BLUE と記載していきますので、ぜひ覚えてください！ 

 

その他、インターネット配信チャンネル「超！A&G+」(agqr.jp）で『CUE!』キャストによるラジオ番

組「A&G NEXT ICON 超!CUE!&A」（毎週月曜～木曜 20 時～21 時）が放送中です。 

現在『CUE!』は公式 HP にて事前登録受付中です。これからの『CUE!』に、ぜひご期待ください！  
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■CUE! 1st Single「Forever Friends」発売直前イベント詳細 

日時・会場 2019 年 11 月 17 日（日）池袋サンシャインシティ 噴水広場 

（〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-1-2） 

① 14:00 開演／② 16:30 開演 

内容 トーク&ミニライブ ※観覧無料（優先観覧あり） 

出演者 内山悠里菜(六石陽菜 役)、稗田寧々(鷹取舞花 役)、守屋亨香(鹿野志穂 役)、緒方

佑奈(月居ほのか 役)、鷹村彩花(天童悠希 役)、宮原颯希(赤川千紗 役)、飯塚麻結

(恵庭あいり 役)、村上まなつ(九条柚葉 役)、安齋由香里(夜峰美晴 役)、松田彩希

(神室絢 役)、山口愛(宮路まほろ 役)、鶴野有紗(日名倉莉子 役)、立花日菜(丸山利

恵 役)、小峯愛未(宇津木聡里 役)、佐藤舞(明神凛音 役)、土屋李央(遠見鳴 役) 

対象商品 CUE! 1st Single「Forever Friends」 

【初回限定盤】 CD+DVD／1,800 円+税／PCCG.1840 

【通常盤】 CD ONLY／1,273 円+税／PCCG.1845 

特典 各回別の優先エリア入場券 (整理番号ランダム配布) 

会場限定ブロマイド 

対象店舗 アルパ B1F 噴水広場の特設即売所 

参加方法 イベント当日、対象店舗にて対象商品を全額内金ご予約いただいた方に、先着で

【優先エリア入場券】＋【会場限定ブロマイド】を配布します。 

・【優先エリア入場券】【会場限定ブロマイド】付商品の予約販売開始時間は、当

日 11/17(日)の 10:00～ を予定しています。 

・予約販売開始時間に合わせてご来場いただきますようご協力お願いいたしま

す。 

・【優先エリア入場券】は、第一部、第二部でそれぞれ分かれております。ご希望

の回をお選び頂けます。また整理番号はランダム配布でございます。 

・【優先エリア入場券】は各回お一人様１枚まで、【会場限定ブロマイド】はご購

入の枚数分お渡しさせていただきます。 

・規定枚数に達し次第、【優先エリア入場券】【会場限定ブロマイド】の配布は終

了となります。 

・【優先エリア入場券】をお持ちの方は、各回それぞれイベント開始 30 分前に、

アルパ B1F 噴水広場裏大階段にお集まりください。ステージ前の優先観覧エリア

へ整理番号順にご案内致します。 

・集合時間に遅れた場合は、【優先エリア入場券】の整理番号が無効となり、最後

尾のご入場になる場合、もしくは優先エリア内にご入場頂けない場合もございま

すのでご了承下さい。 

・【会場限定ブロマイド】のみをお持ちの方は、ステージ前の優先観覧エリアには

ご入場いただけません。 

・【優先エリア入場券】は当日のみの特典となります。その他のオリジナル特典や

リリースイベント申込券等は付きませんので予めご了承下さい。 

予約受付につい

て 

・お支払方法は現金のみとなります。クレジットカード、ポイントカード、金

券、電子マネー等のご利用はいただけません。また駐車場のサービス・各種ポイ

ントサービス・レシート発行等は対象外とさせて頂いております。予めご了承下
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さい。 

・予約された商品の受け渡しは、新星堂サンシャインシティアルタ店店頭、もし

くは配送とさせていただきます。(配送の場合、商品は発売日より順次発送させて

いただきます。) 

・商品のお取り置き期間は、発売日より 4 週間(2019/12/25(水))までとなりま

す。 

・配送の場合は、配送費 800 円(税込・全国一律)が別途必要となります。(複数購

入時は一回の精算につき 800 円となります。) 

・商品のお取り置き期間終了を持って予約はキャンセルとみなし、商品のお渡し

はできなくなります。 

・ご予約購入頂きました商品は、いかなる理由でも返品は一切お受けできませ

ん。商品不備等の場合は、確認後良品と交換させていただきます。 

・精算・参加券引き換え後に予約数の数量変更はできません。追加をご希望の方

は改めて別紙にてお申し込みください。 

・対象商品に関しては、イベント当日に上記会場にてご予約購入いただいた方限

定となります。他の店舗での予約は対象外となります。 

注意事項 ※【優先エリア入場券】の第三者への譲渡・転売やオークションでの転売を固く

禁止致します。ご了承下さい。また、金銭の受け渡しのない譲渡に関しても禁止

致します。 

※【優先エリア入場券】の再発行はできませんので、あらかじめご了承下さい。 

※他のお客様や店舗のご迷惑になりますので、会場周辺での深夜・早朝の泊まり

込み、予約販売開始時間以前の並び行為は禁止です。 

※手荷物、レジャーシート、その他を使用しての場所取り、座り込みは禁止で

す。※トラブルやアーティストの都合・天候の影響により、予告無くイベント内

容が変更、中止となる場合がございます。予めご了承下さい。 

※会場までの交通費・宿泊費等はお客様ご自身のご負担となります。万が一、イ

ベントが中止になった場合も条件は変わりません。 

※その他、イベントの実施・運営に関しては、スタッフの指示に必ず従ってくだ

さい。 

イベントに関す

るお問い合わせ 

ポニーキャニオン カスタマーセンター 

営業時間：平日 10:00～13:00／14:00～17:00（土日祝・会社の指定日除く） 

 

■CUE! 01 Single 「Forever Friends」詳細 

タイトル CUE! 01 Single 「Forever Friends」 

発売日 2019 年 11 月 27 日（水） 

品番/価格 【初回限定盤】(CD+DVD) 

PCCG-01840 / 1,800 円＋税 

【通常盤】(CD only) 

PCCG-70466 / 1,273 円＋税 

収録内容 1.Forever Friends 

作詞／作曲：shilo 編曲：伊藤 賢 
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2.さよならレディーメイド 

作詞／作曲／編曲：奈須野新平（Rebrast） 

 

3.Forever Friends(Flower ver.) 

4.Forever Friends(Bird ver.) 

5.Forever Friends(Wind ver.) 

6.Forever Friends(Moon ver.) 

7.Forever Friends（Instrumental） 

8.さよならレディーメイド（Instrumental） 
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■CUE! 詳細 

タイトル CUE!（キュー） 

ジャンル 次世代声優育成ゲーム 

配信開始日 2019 年秋 （予定） 

開発・運営 株式会社リベル・エンタテインメント 

音楽・ライブ制作 株式会社ポニーキャニオン 

キャラクターデザイン シソ（Twitter : @si_soo） 

デザイン 株式会社日本デザインセンター 

株式会社 KOMEWORKS 

価格 基本プレイ無料 （一部アイテム課金制） 

対応 OS iOS/Android （機種によりご利用頂けない場合があります） 

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。 

 

 


