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2020 年 3 月 31 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 Étoile Stage』2020 年 4 月リリース配信決定！ 

『アイ★チュウ』5 周年ファンミーティングの続報やアニメのキャスト等も発表！ 

 

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』の新プロジェクト『アイ★チュウ Étoile Stage』について、本日 Youtube にて放送された「ア

イ★チュウ Étoile Stage エトワール SHOW」にて『アイ★チュウ Étoile Stage』のリリースが 2020 年

4 月に決定したことを発表しました。また、『アイ★チュウ』5 周年ファンミーティングの出演キャスト

をはじめとする詳細や、アニメ『アイ★チュウ』の設定画およびキャストも公開しました。 

 

■『アイ★チュウ Étoile Stage』2020 年 4 月リリース決定！ 

本日 Youtube にて放送された「アイ★チュウ Étoile Stage エトワール SHOW」にて『アイ★チュウ 

Étoile Stage』のリリースが 2020 年 4 月に決定したことを発表しました。 

現在『アイ★チュウ Étoile Stage』は、公式 HP（https://www.ichu-es.jp）にて事前登録受付中です。

この機会にぜひご登録ください。また、情報詳細に関しては、続報をお待ちください。 

 

■『アイ★チュウ』5 周年ファンミーティング詳細発表！ 

同番組内にて、6 月 27 日（土）に国際フォーラム ホール C にて行われる 5 周年ファンミーティング

の出演キャストを発表しました。司会に田丸篤志さん（鳶倉アキヲ役）、谷地克文さん（海部子規役）

を迎え、生田鷹司さん（日下部虎彦役）、井口祐一さん（湊 奏多役）、小林裕介さん（夜鶴黒羽役）、白

井悠介さん（三千院鷹通役）、内匠靖明さん（バベル役）が出演します。4 月 1 日（水）12:00 より公式

サイト（https://www.ichu-es.jp）にて先行販売が開始となりますので、忘れずにご確認ください。 

http://www.ichu-es.jp/
http://www.ichu-es.jp/
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■アニメ『アイ★チュウ』第一弾設定画公開&キャスト発表！ 

また、アニメ『アイ★チュウ』の三期生である F∞F（ファイアーフェニックス）、Twinkle Bell（ト

ゥインクルベル）、I♥B（アイビー）、ArS（アルス）の 4 ユニットとクマ校長、プロデューサーの設定

画を公開しました。 

さらに、メインキャストにはゲームに引き続き、個性豊かなアイチュウたちとクマ校長を豪華キャスト

が担当。また、教師兼プロデューサーとしてアイチュウたちを導く朝比奈柚希(プロデューサー)役として、

豊口めぐみさんが担当します。 

あわせて、アイチュウたちが通う『エトワール・ヴィオスクール』の学園公式サイト

（https://etoilevieschool.jp）がオープンするほか、アイチュウの世界でオンスタグラムと呼ばれる公

式インスタグラム（@etoile_vie_school）が開設されました。4 月からの更新となりますので、ぜひお

楽しみください。さらにクマ校長の日々を投稿していく Twitter 企画『クマ校長が行く！』もスタート

します。エルドール広報課が更新しているアニメ公式 Twitter での更新となりますので、どちらもぜひ

フォローの上、お楽しみにください。 

 

アニメの最新情報についてはアニメ公式 HP（https://etoile-anime.jp/）やアニメ公式 Twitter

（@ichu_anime）にて随時公開しますので、ご期待ください。 

 

■『I★CHU 5th Anniversary Fan Meeting～SALON DE OURS～』詳細 

タイトル I★CHU 5th Anniversary Fan Meeting～SALON DE OURS～ 

日程 

2020年6月27日（土）  

昼の部 開場13:00／開演14:00 

夜の部 開場17:00／開演18:00 

会場 
東京国際フォーラム ホール C 

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-5-1 

キャスト 

生田鷹司（日下部虎彦役）／井口祐一（湊奏多役）／小林裕

介（夜鶴黒羽役）／白井悠介（三千院鷹通役）／内匠靖明

（バベル役）／田丸篤志（鳶倉アキヲ役）／谷地克文（海部

子規役） 

※出演者は予告なく変更になる場合がございます。 

金額 S 席 8,800 円、A 席 7,480 円（全席指定・税込） 

公式サイト一次先行受付 2020 年 4 月 1 日（水）12:00～4 月 12 日（日）23:59 

当落日 2020 年 4 月 14 日（火） 

公式サイト二次先行受付 2020 年 4 月 24 日（金）13:00～5 月 6 日（水・振替休日）23:59 

当落日 2020 年 5 月 8 日（金） 

特設サイト https://llvictor.com/i-chu/salondeours/ 

チケットに関するお問い合わせ 

チケットぴあインフォメーション 

0570-02-9111 http://t.pia.jp/help/index.jsp 

（営業時間 10:00～18:00 土日祝・年末年始除く） 

公演に関するお問い合わせ 
エルアンドエル・ビクターエンタテインメント株式会社 

03-6433-5422（平日 11:00～18:00） 

http://etoilevieschool.jp/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://etoile-anime.jp/
https://llvictor.com/i-chu/salondeours/
http://t.pia.jp/help/index.jsp
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■『アイ★チュウ Étoile Stage』詳細 

タイトル アイ★チュウ Étoile Stage 

配信予定日 2020 年 4 月予定 

カテゴリー 星のようにきらめくアイドル育成ゲーム 

公式サイト URL https://www.ichu-es.jp 

公式 Twitter @ichuES_official 

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

 

■アイ★チュウ アニメ詳細 

原作 I★CHU PROJECT (リベル・エンタテインメント) 

監督 難波日登志『いつだって僕らの恋は10センチだった。』 

シリーズ構成 成田良美『抱かれたい男 1 位に脅されています。』 

キャラクタ―デザイン 大沢美奈『ギヴン』 

制作 Lay-duce『荒ぶる季節の乙女どもよ。』 

プロデュース ツインエンジン 

キャスト 

愛童 星夜：KENN／湊 奏多：井口 祐一／御剣 晃：豊永 利

行 

枢木 皐月：森久保 祥太郎／枢木 睦月：近藤 隆 

ノア ：花江 夏樹／レオン：増田 俊樹／黎 朝陽：榎木 淳

弥／ラビ：中西 尚也／リュカ：梅原 裕一郎 

日下部 虎彦：生田 鷹司／桃井 恭介：花倉 洸幸／鳶倉 ア

キヲ：田丸 篤志／海部 子規：谷地 克文／折原 輝：松岡 

禎丞／若王子 楽：平川 大輔 

朝比奈 柚希（プロデューサー）：豊口 めぐみ／クマ校長：

大塚 明夫 

製作 エルドール広報課 

公式サイト URL https://etoile-anime.jp/ 

公式 Twitter @ichu_anime 

※アニメ化記事ご掲載の際は、コピーライトの記載をお願いいたします。 

©Liber Entertainment Inc. / エルドール広報課 

  

https://etoile-anime.jp/
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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 42 名の豪華男

性声優が演じます。 

 

阿部敦／天﨑滉平／井口祐一／内田雄馬／梅原裕一郎／榎木淳弥／大塚明夫／小野友樹／柿原徹也／花

倉洸幸／梶原岳人／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／高塚智人／田丸篤志／寺島惇太／豊永利行／中澤まさとも／中西尚也／永田崇人／西山宏太

朗／畠中祐／花江夏樹／平川大輔／藤井弘平／前野智昭／増田俊樹／松岡禎丞／峰岸佳／村瀬歩／村田

太志／森久保祥太郎／谷地克文／山本和臣 ほか（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 42 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。 

 

 

https://www.i-chu.jp/
https://twitter.com/ichu_official
https://itunes.apple.com/jp/app/id985171229?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Ent.Liber

