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2020 年 2 月 20 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）』2nd Single「beautiful tomorrow」 

キャラクターMV&ジャケットイラスト公開！ 

 
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!』において、3 月 25 日（水）

に 発 売 す る 2nd Single 「 beautiful tomorrow 」 の キ ャ ラ ク タ ー ミ ュ ー ジ ッ ク ビ デ オ

（https://youtu.be/pj21V8WvIc0）を公開しました。Live2D によるキャラクターたちが動く姿が印

象的な動画になっています。また、あわせてジャケットイラストも公開！桜が舞う春らしいデザイ

ンをぜひチェックしてください。 

 

■2nd Single「beautiful tomorrow」MV&ジャケットイラスト公開！ 

3 月 25 日（水）に発売する CUE! 2nd Single「beautiful tomorrow」のキャラクターミュージック

ビデオ（https://youtu.be/pj21V8WvIc0）を公開しました。AiRBLUE16 名の Live2D が印象的な動

画になっています。また、あわせてジャケットイラストも公開しました。桜が舞う春らしいデザイン

になっていますので、ぜひチェックしてください。なお、キャストによるミュージックビデオも後日

公開予定ですので、ご期待ください。 

 また 2 月 25 日（火）21:30 より『CUE!ROOM Vol.3』が Youtube に

て生配信します。今回は六石陽菜役の内山悠里菜さんと月居ほのか役の

緒方佑奈さんが登場し、ゲーム内イベント『CUE!ROOM』について熱く語

りますのでぜひご覧ください。 

 

CUE!ROOMvol.3 URL：https://www.youtube.com/watch?v=DHI4ncU6-

7Q&feature=youtu.be 

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=DHI4ncU6-7Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DHI4ncU6-7Q&feature=youtu.be


   

  

2 

■CUE! 02 Single「beautiful tomorrow」CD 詳細 

タイトル CUE! 02 Single「beautiful tomorrow」 

歌唱 AiRBLUE 

発売日 2020 年 3 月 25 日(水) 

品番/価格 初回通常盤（CD＋DVD） 

PCCG.01888／1,800 円+税 

通常盤（CD only） 

PCCG.01889／1,273 円+税 
 

収録内容 1.beautiful tomorrow 

作詞／作曲：伊藤 賢 編曲：竹市佳伸、伊藤 賢 

2. 私たちはまだその春を知らない 

作詞：shilo 作曲／編曲：石濱 翔(MONACA)  

 

3.beautiful tomorrow (Flower ver.) 

4.beautiful tomorrow (Bird ver.) 

5.beautiful tomorrow (Wind ver.) 

6.beautiful tomorrow (Moon ver.) 

 

7.beautiful tomorrow（Instrumental） 

8. 私たちはまだその春を知らない（Instrumental） 

 

■CUE! 02 Single「beautiful tomorrow」発売記念イベント詳細 

2020 年 

4 月 19 日(日) 

出演者：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)、土

屋李央(遠見鳴役)  

①12:45 開場 13:00 開演   

②14:14 開場 14:30 開演   

③15:45 開場 16:00 開演 

配布対象：アニメイト全店 

内容：お渡し会 

会場：アニメイト渋谷（東京都渋谷区宇田川町 31-2 渋谷 BEAM 3F）   

2020 年 

5 月 3 日(日) 

出演者：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) 

内容：お渡し会 

会場：AKIHABARA ゲーマーズ本店（東京都千代田区外神田 1-14-7） 

①12:30 開場／13:00 開演 

②14:30 開場／15:00 開演 

③16:00 開場／16:30 開演 

配布対象：ゲーマーズ全店 

2020 年 5 月 16

日（土） 

出演者：守屋亨香(鹿野志穂役)、飯塚麻結(恵庭あいり役)、山口愛(宮路まほろ

役)、佐藤舞(明神凛音役) 
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内容：トーク＆ミニライブ 

会場：ポニーキャニオン 3F イベントスペース（東京都港区六本木 1-5-17 泉

ガーデン ANNEX） 

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 

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

コード新宿店、きゃにめ 

2020 年 5 月 17

日(日) 

出演者：緒方佑奈(月居ほのか役)、村上まなつ(九条柚葉役)、鶴野有紗(日名倉

莉子役)、土屋李央(遠見鳴役) 

内容：トーク＆ミニライブ 

会場：ポニーキャニオン 3F イベントスペース 

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 

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

コード新宿店、きゃにめ 

2020 年 5 月 23

日(土) 

出演者：稗田寧々(鷹取舞花役)、宮原颯希(赤川千紗役)、松田彩希(神室絢役)、

小峯愛未(宇津木聡里役) 

内容：トーク＆ミニライブ 

会場：ポニーキャニオン 3F イベントスペース 

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 

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

コード新宿店、きゃにめ 

2020 年 5 月 31

日(日) 

出演者：内山悠里菜(六石陽菜役)、鷹村彩花(天童悠希役)、安齋由香里(夜峰美

晴役)、立花日菜(丸山利恵役) 

内容：トーク＆ミニライブ 

会場：ポニーキャニオン 3F イベントスペース 

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 
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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

コード新宿店、きゃにめ 

上記イベント対

象商品 

2020 年 3 月 25 日発売 

CUE! 02 Single「beautiful tomorrow」／AiRBLUE 

【初回限定盤】 CD+DVD／1,800 円+税／PCCG-01888 

【通常盤】 CD ONLY／1,273 円+税／PCCG-01889 

応募方法 https://www.cue-liber.jp/news?nid=859 

 

■CUE! 1st Party『Hello, beautiful tomorrow!』詳細 

公演タイトル CUE! 1st Party『Hello, beautiful tomorrow!』 

期間 
2019 年 4 月 12 日(日)  1 部 開場 13:30／開演 14:30 

            2 部  開場 17:30／開演 18:30 

会場 
Zepp Tokyo 

（〒135-0064 東京都江東区青海 1-31-11） 

出演 

AiR BLUE 

（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）） 

 

  

https://www.cue-liber.jp/news?nid=859
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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 10 月 25 日       

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。 

 

 


