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2019 年 10 月 25 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）』ついに iOS/Android で配信開始！ 

事前登録 30 万人突破により豪華特典アイテムをプレゼント！ 

 
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!』（iOS/Android アプリ）につ

いて、本日 2019 年 10 月 25 日（金）から両 OS で同時配信を開始しました。また事前登録者数も最終的

に 30 万人を突破したため、豪華特典としてゲーム内にて使用できるスカウト 20 回分の「ブルージュエ

ル」と「★4 確定スカウトチケット」とショートアニメ『魔法少女マジック◆ワークス』のキャストを別

キャラに変更できるアイテムの「キャスティングシート（マジック◆ワークス）」を全員にプレゼントし

ます。 

 

■事前登録者数 30 万人突破！今なら全員に豪華特典プレゼント！ 

 2019 年 6 月より開始した事前登録は、最終的に 30 万人を突破しました。これにより、スカウト 20 回

分の「ブルージュエル」、「★4 確定スカウトチケット」、さらにショートアニメ『魔法少女マジック◆ワ

ークス』のキャストを別キャラに変更できるアイテム「キャスティングシート（マジック◆ワークス）」

も確定しましたので、全員にプレゼントします。プレゼントはゲームのチュートリアル突破後、プレゼン

トボックスから受け取ることができます（プレゼント受け取り可能期限：2020 年 10 月 25 日まで）。今

すぐ『CUE!（キュー）』をダウンロード！ 

 

■CUE!とは？ 

『CUE!』は新人声優のマネージャーとなり、小さな声優事務所を舞台に彼女たちの奮闘ストーリーが楽

しめる次世代声優育成ゲームです。全編ストーリーは新人女性声優陣によるフルボイス。新人女性声優を

起用し、ゲームの展開とともに声優の育成も進めていく、次元の垣根を超えた展開をしていきます。

Flower、Bird、Wind、Moon に所属する声優のタマゴたちを一人前の声優に育て上げよう！ 
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■ストーリー 

「いつかその言葉を伝える勇気を、教えてくれますか。」 

声を届けたい。想いを伝えたい。それは小さなわたしたちにとって、大きすぎる夢でした。彼方を目指す

ことにためらい、一歩を踏み出せない日々。けれど、そこにいてくれたのは、あなたでした。 

いつか、夢を叶えたい。そして、あなたに伝えたい。 

まだ知らない景色を見るために、彼女たちの夢が、大きく動き出す。 

 

■ゲームのポイント 

   
POINT1 全編フルボイス！ 

ストーリーは全編フルボイス！声の世界へ

飛び込んだ新人声優たちの奮闘を見届けよ
う！ 

POINT2 レッスンで成長させて収録に

挑戦！ 

育成したい声優をチョイスして、レッスン
しよう。育てた声優は収録に挑戦！ 

POINT3 育てた声優の声でショートアニ

メを楽しもう！ 

特定条件を達成すると、アニメのキャスト
を自分好みに変更することも！ 

 

 

■クレジット 

キャラクターデザイン：シソ 

音楽・ライブ制作：株式会社ポニーキャニオン 

デザイン：株式会社日本デザインセンター／株式会社 KOMEWORKS 

 

■声優陣 

安齋由香里／飯塚麻結／内山悠里菜／緒方佑奈／小峯愛未／佐藤舞／鷹村彩花／立花日菜／土屋李央／

鶴野有紗／稗田寧々／松田彩希／宮原颯希／村上まなつ／守屋亨香／山口愛 他（五十音順） 
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■CD、イベント、ラジオ・・・『CUE!』はゲームだけにとどまらず、様々な展開も予定しています。 

ぜひご期待ください。  

 

■CUE! 01 Single 「Forever Friends」CD 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 

 

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） 

MV short.ver https://youtu.be/F4J8qLp4_7o 

 

■harevutai Opening Fes. CUE! Mini Live Event「Nice to meet you!」詳細 

公演タイトル harevutai Opening Fes. CUE! Mini Live Event「Nice to meet you!」 

期間 
2019 年 11 月 2 日(土)  開場 12:30／開演 13:00 

2019 年 11 月 3 日(日)  開場 12:30／開演 13:00 

会場 
Harevutai 

（東京都豊島区東池袋 1-19 Hareza 池袋ホール棟 1F） 

出演 

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) 

詳細 https://www.cue-liber.jp/?nid=382 
 

※Mini Live Event「Nice to meet you!」のライブストリーミング無料配信について 

https://www.cue-liber.jp/nice-to-meet-you 

 

 

https://www.cue-liber.jp/?nid=382
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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) 

詳細はこちら https://www.cue-liber.jp/?nid=428 

 

■CUE! 1st Single「Forever Friends」発売記念イベント詳細 

会場 ポニーキャニオン 3F イベントスペース 

（〒106-0032 東京都港区六本木 1₋5₋17 泉ガーデン ANNEX） 

内容 トーク&ミニライブ  

12 月 7 日(土) 出演者：Wind【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)】 

①12:30 開場 13:00 開演  配布対象：アニメイト全店 

②15:00 開場 15:30 開演  配布対象：ゲーマーズ全店（立川店はのぞく） 

③17:30 開場 18:00 開演  配布対象：とらのあな全店(一部店舗除く)・通信

販売（予約者のみ)、タワーレコード（一部店舗を除く）、きゃにめ 

12 月 8 日(日) 出演者：Moon【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)】 

①12:30 開場 13:00 開演  配布対象：アニメイト全店 

②15:00 開場 15:30 開演  配布対象：ゲーマーズ全店（立川店はのぞく） 

③17:30 開場 18:00 開演  配布対象：とらのあな全店(一部店舗除く)・通信

販売（予約者のみ)、タワーレコード（一部店舗を除く）、きゃにめ 

12 月 14 日(土) 出演者：Bird【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) 】 

①12:30 開場 13:00 開演  配布対象：アニメイト全店 

②15:00 開場 15:30 開演  配布対象：ゲーマーズ全店（立川店はのぞく） 

③17:30 開場 18:00 開演  配布対象：とらのあな全店(一部店舗除く)・通信

販売（予約者のみ)、タワーレコード（一部店舗を除く）、きゃにめ 

12 月 15 日(日) 出演者：Flower【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)】 

①12:30 開場 13:00 開演    配布対象：アニメイト全店 

②15:00 開場 15:30 開演    配布対象：ゲーマーズ全店（立川店はのぞく） 

③17:30 開場 18:00 開演    配布対象：とらのあな全店(一部店舗除く)・通信

販売（予約者のみ)、タワーレコード（一部店舗を除く）、きゃにめ 

詳細はこちら https://www.cue-liber.jp/?nid=369 

https://www.cue-liber.jp/?nid=428
https://www.cue-liber.jp/?nid=369
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■ラジオ「A&G NEXT ICON 超!CUE!&A」概要 

番組名 A&G NEXT ICON 超!CUE!&A 

放送日時 毎週（月）曜日～（木）曜日 午後 8 時～9 時 

リピート放送 毎週（火）曜日～（金）曜日 午前８時～９時 ※前日放送分の再

放送となります 

出演 月曜日担当：内山 悠里菜（六石 陽菜役） 

火曜日担当：安齋 由香里（夜峰 美晴役） 

水曜日担当：宮原 颯希 （赤川 千紗役） 

木曜日担当：土屋 李央 （遠見 鳴役） 

放送媒体 文化放送アニメ＆ゲーム専門インターネット配信チャンネル「超!A&G+」（agqr.jp） 

聴取方法 超!A&G+のＨＰ「超!A&G+を聴取するのは」 

（http://www.joqr.co.jp/blog/keitai/#howtolisten） 

放送開始 2019 年 9 月 30 日（月）午後 8 時～ 

お便りの宛先 （月）cuef@joqr.net 

（火）cuew＠joqr.net 

（水）cueb＠joqr.net 

（木）cuem＠joqr.net 
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■CUE! 詳細 

タイトル CUE!（読み方：キュー） 

ジャンル 次世代声優育成ゲーム 

配信開始日 2019 年 10 月 25 日 

※Google Play、AppStore の審査状況によって変更となる場合がございます 

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） 

公式サイト URL https://www.cue-liber.jp/  

公式 Twitter https://twitter.com/CUE_staff 

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。 

 

 


