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2020 年 6 月 27 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 

 

星のようにきらめくアイドル育成ゲーム『アイ★チュウ Étoile Stage』 

2020 年 7 月第 2 部配信決定！ 

 

株式会社リベル・エンタテインメントは、iOS/Android 向け星のようにきらめくアイドル育成ゲーム

『アイ★チュウ Étoile Stage（エトワール ステージ）』について、本日生放送にて放送された「アイ★チ

ュウ PROJECT エトワール SHOW 特別版」にて『アイ★チュウ Étoile Stage』のメインストーリー第

2 部の配信が 2020 年 7 月に決定したことを発表しました。あわせて第 2 部より登場する新ユニット・

Alchemist（アルケミスト）の立ち絵や第 2 部 PV も公開しました。 

 

■メインストーリー第 2 部 2020 年 7 月配信決定！ 

 本日配信された生放送内にて、『アイ★チュウ Étoile 

Stage』のメインストーリー第 2 部の配信が 2020 年 7 月に決

定したことを発表しました。また、メインストーリー第 2 部よ

り登場する新ユニット・Alchemist（アルケミスト）の夜鶴黒

羽（やかく くろう）、麗朔空（うるは さく）、バベルの立ち絵

を解禁したほか、メインストーリー第 2 部 PV も公開しまし

た。あわせてメインストーリー第２部の配信決定を記念して、

Twitter では Alchemist のアイコンプレゼントを実施する他、Alchemist のキャストサイン色紙があたる

公式 Twitter フォロー&RT キャンペーンが明日 6 月 28 日（日）0:00 より開始します。 

その他詳細につきましては公式 HP（https://www.ichu-es.jp/）や公式 Twitter

（https://twitter.com/ichuES_official）にて発表しますので、続報をお待ちください。 

 

■第 2 部主題歌 CD 発売決定！ 

 公開した第 2 部 PV 内で流れている第 2 部主題歌「未来 DICE!!」の CD が 8 月 26 日（水）に発売す

ることが決定しました。夜鶴黒羽、ノア、華房心、エヴァの 4 名によるユニット「Noir*20（ノワール 

トゥ ゼロ）」が歌唱し、第 2 部を盛り上げます。初回限定版にはゲーム内で使える「未来 DICE!! ジ

ャケットイラスト SSR カード」特典コードも封入されますので、お早目にご予約ください。 

 

■アイ★チュウ PROJECT サイトオープン&オフィシャルファンブック発売決定！ 

 同番組内にて、『アイ★チュウ PROJECT』のポータルサイト

（https://project.i-chu.jp/）がオープンしたことを発表しまし

た。今後、アイ★チュウ Twitter

（https://twitter.com/ichu_official）はプロジェクト Twitter と

してアイ★チュウ全体のお知らせをお届けしていきますので、ぜ

ひチェックしてください。 

 
メインストーリー第 2 部 PV 

https://youtu.be/Am4-0MNPEy0 

 

https://www.ichu-es.jp/
https://twitter.com/ichuES_official
https://project.i-chu.jp/
https://twitter.com/ichu_official
https://youtu.be/Am4-0MNPEy0
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 さらに、『アイ★チュウ』5 周年を記念してゲーム内ビジュアルやクリエイターインタビューなどをた

っぷり収録した『アイ★チュウ オフィシャルファンブック Mémoire』の発売が決定しました。表紙は

マヤルマ先生描きおろしの F∞F（ファイアーフェニックス）の 3 人が描かれており、表紙を使用した

アニメイト、ebtenDX ボックスでの有償特典も展開予定です。10 月 30 日（金）発売で、本日より予約

が開始しました。その他購入予約特典も展開しますので、ぜひチェックしてください。 

引き続き盛り上がりを見せる『アイ★チュウ PROJECT』にご期待ください！ 

 

 

■オフィシャルファンブック詳細 

タイトル 『アイ★チュウ オフィシャルファンブック Mémoire』 

発売日 2020 年 10 月 30 日（金）予定 

価格 4,200 円（税抜） 

発売元 株式会社 KADOKAWA 

発行元 株式会社 KADOKAWA Game Linkage 

限定セット 

・アニメイト限定セット 

セット価格：5100 円［税抜］ 

グッズ：缶バッジ 3 種セット（57 ミリ）※表紙イラスト 

・ebtenDX パック 

セット価格：F∞F、Lancelot、RE:BERSERK、POP'N STAR、Alchemist／各 6300

円［税抜］ 

Twinkle Bell／5600 円［税抜］、I♥B／7700 円［税抜］、天上天下／7000 円［税

抜］、ArS／8400 円［税抜］ 

グッズ：ハート缶バッジ 2～6 個セット＋書き下ろしコメント入りプロフィール

カード 2～6 枚セット（ポストカードサイズ） 

B’sLOG オフィシ

ャル web サイト 

https://www.bs-log.com/20200627_1408709/ 

 

■第 2 部主題歌シングル CD 詳細 

タイトル 『未来 DICE!!』 

発売日 2020 年 8 月 26 日(水) 

アーティスト名 Noir*20 （読み：ノワール トゥ ゼロ） 

作詞・作曲・編曲 Q-MHz 

初回限定盤 A 

収録内容 

（黒羽&ノア） 

1.未来 DICE!! 

2.未来 DICE!!（OFF VOCAL） 

3.ドラマ「ダイスロール」 

4.ペアドラマ 黒羽＆ノア 

品番/価格 VICL-37557 / ￥2,000+税 

初回限定盤 B 

収録内容 

（心&エヴァ） 

1.未来 DICE!! 

2.未来 DICE!!（OFF VOCAL） 

3.ドラマ「ダイスロール」 

4.ペアドラマ 心＆エヴァ 

https://www.bs-log.com/20200627_1408709/
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品番/価格 VICL-65088 / \2,000＋税 

通常盤収録内容 

1.未来 DICE!! 

2.未来 DICE!!（OFF VOCAL） 

3.ドラマ「ダイスロール」 

品番/価格 VICL-37559 / ￥1,500+税 

封入特典 

＜初回限定盤２種＞ 

・ゲーム内アイテムプレゼントコード：アイ★チュウ Étoile Stage「未来

DICE!! ジャケットイラスト SSR カード（ノア、心、エヴァの 3 種の内１種）」

特典コード 

・ゲーム内アイテムプレゼントコード：アイ★チュウ Étoile Stage「未来

DICE!!ジャケットイラスト SSR カード夜鶴黒羽（2 部完結後に使用可能）」特

典コード 

＜通常盤＞ 

・ゲーム内アイテムプレゼントコード：アイ★チュウ Étoile Stage「スカウト

メダル１枚」特典コード 

・「未来 DICE!!」トレーディングカード(全 5 種のうち 1 種ランダム封入) 

＜「未来 DICE!!」全 3 種同時購入特典＞ 

対象 4 チェーンにて、「未来 DICE!!」全 3 種を同時にご購入の方に、先着で、「未来 DICE!!」オリジナル

A4 クリアファイル 2 種セットをプレゼント！ 

■オンラインショップ限定全 3 種同時購入特典 

「未来 DICE!!」オリジナル A4 クリアファイル 2 種セット（初回限定盤 A、Ｂジャケットイラスト） 

 

■対象チェーン（4 チェーン） 

・アニメイト通販 

・Amazon.co.jp 

・ゲーマーズオンラインショップ 

・ビクターオンラインストア 

 

■配信情報 

8 月 26 日（水）より、音楽ストリーミングサービスおよび iTunes Store、レコチョク、mora など主要

ダウンロードサイトにて配信スタートします。 

 

※対応ストリーミングサービス： 

Apple Music、LINE MUSIC、Amazon Music Unlimited、AWA、KKBOX、Rakuten Music、Spotify、

YouTube Music 
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■別紙：チェーン別特典詳細 

アニメイト全国各店/ 

アニメイトオンラインショップ 

・初回限定盤 A(黒羽＆ノア)購入特典 

ジャケットイラスト絵柄 2L 版ブロマイド 

・初回限定盤Ｂ(心＆エヴァ)購入特典 

ジャケットイラスト絵柄 2L 版ブロマイド 

・通常盤購入特典 

ジャケットイラスト絵柄 2L 版ブロマイド 

ゲーマーズ各店／ゲーマーズオンライ

ンショップ 

・初回限定盤 A(黒羽＆ノア)購入特典 

ジャケットイラスト絵柄 L 版ブロマイド 

・初回限定盤Ｂ(心＆エヴァ)購入特典 

ジャケットイラスト絵柄 L 版ブロマイド 

・通常盤購入特典 

ジャケットイラスト絵柄 L 版ブロマイド 

Amazon.co.jp 

※対象商品全 3 種同時購入で、 

・メガジャケ 3 種セット（初回限定盤 A(黒羽＆ノア)、Ｂ

(心＆エヴァ)、通常盤ジャケットイラスト） 

※各形態毎の購入で、 

・初回限定盤 A(黒羽＆ノア)購入特典 

ジャケットイラスト絵柄メガジャケ 

・初回限定盤Ｂ(心＆エヴァ)購入特典 

ジャケットイラスト絵柄メガジャケ 

・通常盤購入特典 

ジャケットイラスト絵柄メガジャケ 

※Amazon.co.jp 限定特典をご所望のお客様は、Amazon の

特典付カートをお選びください。 

タワーレコード（一部店舗除く）／タ

ワーレコードオンライン 

・対象商品いずれか 1 枚購入で、両面イラストカード（ポ

ストカードサイズ）（初回限定盤 A(黒羽＆ノア)、Ｂ(心＆

エヴァ)ジャケットイラスト） 

楽天ブックス 

・対象商品いずれか 1 枚購入で、ステッカー（通常盤ジャ

ケットイラスト）  

※楽天ブックス限定特典をご所望のお客様は、楽天ブック

スの特典付カートをお選びください。 

ビクターオンラインストア 

・対象商品いずれか 1 枚購入で、オリジナルミニカード

（通常盤ジャケットイラスト） 

※ビクターオンラインストア限定特典をご所望のお客様

は、ビクターオンラインストアの特典付カートをお選びく

ださい。 

※チェーン毎に特典内容が異なりますので、必ず上記チェーン毎の対象商品及び特典内容をご確認くだ

さい。 

※特典は無くなり次第終了となります。 

※一部お取扱いの無い店舗等もございますので、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。 

※臨時休業中の店舗もございますので、ご予約の際はお近くの店舗へお問い合わせください。 
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■アイ★チュウ Étoile Stage とは？ 

『アイ★チュウ Étoile Stage』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星のようにきらめくアイドル育成ゲームです。 

恋愛アドベンチャーゲーム『アイ★チュウ』のメインストーリーをフルリライト、さらに豪華男性声優陣

によるフルボイスで登場！また、ユニット別ストーリーも新登場！アイチュウ達の過去や、各ユニットの

結成秘話も明らかに！？  

 

■ストーリー 

育てるのは、アイドルの…タマゴ？ 

有名芸能事務所、エルドール。その社長の意向により設立された学園エトワール・ヴィオスクールでは、

アイドルの途中であるアイチュウたちへの教育が行われている。 

新米プロデューサーのあなたに与えられた課題は、アイチュウたちをプロデュースして、一人前のアイド

ルにすること。 

アイドルへと続く道の途中で目にするものは果たして― 

 

■ゲームのポイント 

   
POINT1 メインストーリーフルボイス！ 

メインストーリーは全編フルボイス！アイ
ドルを目指すアイチュウたちの奮闘を見届

けよう！ 

POINT2 チームを組んでレッスン開始！ 

育成したいアイドルをチョイスして、レッ
スンをしよう。きらきらを集めて、アイド

ルの階段を駆け上らせよう！ 

POINT3 育てたアイチュウでライブにチ

ャレンジ！ 
レッスンで育て上げたアイチュウでユニッ

トを組み、ライブを開催！ 

 

■声優陣 

天﨑滉平／生田鷹司／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／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

／田丸篤志／豊永利行／中西尚也／西山宏太朗／花江夏樹／平川大輔／前野智昭／増田俊樹／松岡禎丞

／峰岸佳／村瀬歩／森久保祥太郎／谷地克文／山本和臣 ほか（50 音順） 
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■アイ★チュウ Étoile Stage 詳細 

タイトル アイ★チュウ Étoile Stage（読み方：アイチュウエトワールステージ） 

ジャンル 星のようにきらめくアイドル育成ゲーム 

配信開始日 2020 年 4 月 30 日 

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.ichu-es.jp/  

公式 Twitter https://twitter.com/ichuES_official 

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.ichu-es.jp/
https://twitter.com/ichuES_official

