2020 年 12 月 4 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

TV アニメ『アイ★チュウ』TOKYO MX にて 2021 年 1 月 6 日毎週水曜 23 時～、
BS11 にて 1 月 10 日毎週日曜 23 時 30 分～放送開始！
第二弾 PV& 下野紘、前野智昭、村瀬渉ら第 2 弾キャストコメントを公開！

株式会社リベル・エンタテインメントは、TV アニメ『アイ★チュウ』について TOKYO MX にて 2021
年 1 月 6 日毎週水曜 23 時～、BS11 にて 1 月 10 日毎週日曜 23 時 30 分～放送することを発表しまし
た。あわせて第二弾 PV、キャストコメント第 2 弾も公開しました。
■TV アニメ『アイ★チュウ』2021 年 1 月 6 日（水）23 時 00 分より放送開始！
TOKYO MX にて 2021 年 1 月 6 日(水)23 時 00 分より、BS11 にて 1 月 10 日(日)23 時 30 分より放送
開始となる TV アニメ『アイ★チュウ』の第二弾（https://youtu.be/zVGc0fRs48k）を公開しました。
三期生アイチュウの先輩にあたる POP’N STAR（ぽっぷんすたー）、Lancelot（らんすろっと）、
RE:BERSERK（りべるせるく）を中心とした映像となっておりますので、ライブシーンとあわせてぜひ
動くアイチュウたちをご覧ください。
現在、アニメ公式 HP（https://etoile-anime.jp/）、公式 Twitter（@ichu_anime）にて、キャストか
らの第 2 弾コメントも公開されているのでぜひご確認ください。また、アニメ放送開始に向けて、アイ
チュウ達へのファンレターを募集中。
『＃エルドールファンレター』をつけて Twitter へ投稿してくださ
い。詳細はアニメ公式 Twitter（@ichu_anime）にて【公式ファンレターのご案内】ツイートをご確認
ください。
引き続き、TV アニメ『アイ★チュウ』にご期待ください。
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■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
キャラクタ―デザイン

成田良美『抱かれたい男 1 位に脅されています。
』
大沢美奈『ギヴン』

美術監督

小保方 良輔

色彩設計

岩沢れい子

撮影監督

村野よもぎ子

編集

定松 剛

音響監督

土屋 雅紀

音響制作

HALF H・P STUDIO

音楽

出羽良彰

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
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
華房 心：村瀬 歩／神楽坂 ルナ：天﨑 滉平／及川 桃助：

キャスト

山本 和臣
轟

一誠：前野 智昭／赤羽根 双海：内田 雄馬／三千院

鷹通：白井 悠介
エヴァ・アームストロング：下野 紘／山野辺 澪：柿原 徹也
／十文字 蛮：下妻 由幸
竜胆 椿：小野 友樹／朴木 十夜：峰岸 佳／斑尾 巽：斉藤 壮
馬／杜若 葵：木村 良平
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
2021 年 1 月 6 日より毎週水曜 23 時～TOKYO MX にて放送
放送日

2021 年 1 月 10 日より毎週日曜 23 時 30 分～BS11 にて放送
※放送日時は変更となる場合がございます。

配信情報
製作
公式サイト URL
公式 Twitter

ABEMA ほか各種配信プラットフォームにて配信予定
エルドール広報課
https://etoile-anime.jp/
@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
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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。
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