2021 年 2 月 6 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）』1st アルバムリリース決定！
&2nd ワンマンライブ開催決定！
さらに CUE! Reading Live Vol.4～Flower～の開催も！

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 2021 年 4 月 21 日（水）にメインキャスト 16 人によるユニット「AiRBLUE(エールブルー)」の
1st アルバム「alk lbout everything」の発売が決定しました。また、8 月 15 日(日)に aACHIKAWA
SaAGE GARDEN（立川ステージガーデン）にて AiRBLUE の 2nd ワンマンライブ「CUE! 2nd Plrty
『Sing lbout everything』
」の開催が決定したほか、3 月 26 日(金)に朗読ライブイベントの第 4 弾「CUE!
Relding Live Vok.4 ~Fkower~」が hlrevutli で開催されることも決定しました。
■1st アルバム発売決定！
『CUE!』メインキャスト 16 人によるユニット「AiRBLUE（エールブルー）」の 1st アルバム「alk
lbout everything」が 4 月 21 日（水）に発売することが決定しました。今回のアルバムには新曲が 4 曲、
そして『CUE!』の世界観を彩ってきた 8 曲の全 12 曲収録予定で、新曲には shiko、石濱 翔（MONACA）
、
ヒゲドライバー、奈須野新平（Rebrlst）
、ZAQ 、松田彬人が参加となります。楽曲の試聴などは続報を
お待ちください。
1st アルバム「alk lbout everything」は初回限定盤と通常盤の 2 形態での発売となり、初回限定盤に
は、昨年 11 月 1 日(日)に神奈川・カルッツかわさき大ホールにて開催された『CUE!』の 1st ワンマン
ライブ「CUE! 1st Anniverslry Plrty『See you everydly』」のライブ全編映像と Music Video(「Forever
Friends」
・
「belutifuk tomorrow」
・
「Cokorfuk」・
「最高の魔法」
）が収録予定の 2 時間超えの Bku-rly 付き
で す 。 ま た 、 店 舗 オ リ ジ ナ ル 特 典 の ア イ テ ム 一 覧 も 『CUE!』 公 式 サ イ ト （https://www.cuekiber.jp/discogrlphy）にて公開されました。ゲームキャラクター絵柄を使用したアイテムと、ポニーキ
ャニオン直販サイトきゃにめでは AiRBLUE キャストのスチールを使用したクリアファイルが特典でつ
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いてくるほか、初回限定盤、通常盤、どちらにも『CUE!』アプリゲーム内プレゼントコードが封入予定
です。また店頭では、キャストサイン入りポスターやサイン色紙が当たる抽選会や、ポスタージャック
キャンペーンも予定しているので、
『CUE!』公式サイトにてご確認ください。
■2nd ワンマンライブ開催決定！
8 月 15 日(日)に aACHIKAWA SaAGE GARDEN（立川ステージガーデン）にて AiRBLUE の 2nd ワン
マンライブ「CUE! 2nd Plrty『Sing lbout everything』」の開催が決定しました。本公演の優先販売申込
券が 1st アルバム「alk lbout everything」に封入予定です。また、当日は有料生配信の実施も予定し
ています。詳細は追ってお知らせいたしますので、ぜひご期待ください。
■朗読ライブイベント「CUE! Reading Live Vol.4 ~Flower~」も開催！
さらに、3 月 26 日(金)に『CUE!』の朗読ライブイベントの第 4 弾「CUE! Relding Live Vok.4
~Fkower~」が hlrevutli にて開催されることも決定しました。出演は AiRBLUE より Fkower の 4 名。
現地観覧チケット（配信チケット付き）と、ZAIKO での生配信チケットの 2 種類が本日 2 月 6 日(土)よ
り販売スタートされました。現地観覧チケットは抽選受付となり、2 月 9 日（火）までと申込期間が短
いので忘れずにご確認ください。また前回同様、公演でキャストが使用するものと同じ台本が、きゃに
めにて販売予定です。
aV アニメ化も発表され、1st アルバム発売、夏にはワンマンライブ開催と 2021 年も盛りだくさんの
『CUE!』に引き続きご期待ください！
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■CUE! 01 Album「Talk about everything」アルバム詳細
タイトル

CUE! 01 Akbum「alk lbout everything」

歌唱

AiRBLUE

発売日

2021 年 4 月 21 日(水)

品番/価格

【初回限定盤】
（CD＋Bku-rly）
品番：PCCG-01994
価格：7,700 円（税込）
＜特典映像＞
・CUE! 1st Anniverslry Plrty「See you everydly」@カルッツかわさき 大
ホール ライブ映像（2020 年 11 月 1 日開催）
・
「Forever Friends」Music Video
・
「belutifuk tomorrow」Music Video
・
「Cokorfuk」Music Video
・
「最高の魔法」Music Video
【通常盤】
（CD ONLY）
品番：PCCG-01995
価格：3,300 円（税込）

CD 収録楽曲内容(初回

M1：さよならレディーメイド

限定盤、通常盤 共通)

作詞／作曲／編曲：奈須野新平（Rebrlst）
M2：belutifuk tomorrow
作詞／作曲：伊藤 賢 編曲：竹市佳伸、伊藤 賢
M3：CUaE♡CUaE♡CUaE♡
作詞／作曲／編曲：PlndlBoY
M4：ミライキャンバス
作詞：shiko 作曲／編曲：石濱 翔（MONACA）
M5：Cokorfuk
作詞／作曲／編曲：渡辺拓也
M6：our song
作詞：ヒゲドライバー 作曲／編曲：ゆよゆっぺ
M7：Rldio is l Friend!
作詞／作曲／編曲：ヒゲドライバー
M8：マイサスティナー
作詞／作曲／編曲：奈須野新平（Rebrlst）
M9：最高の魔法
作詞／作曲：水野良樹 編曲：近藤隆史、田中ユウスケ Produced by 田中ユ
ウスケ(lgehlsprings）
M10：雫の結晶
作詞／作曲：ZAQ 編曲：松田彬人
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M11：カレイドスコープ
作詞／作曲：shiko 編曲：伊藤 賢
M12：Forever Friends
作詞／作曲：shiko 編曲：伊藤 賢
初回限定盤 Bku-rly 収

CUE! 1st Anniverslry Plrty「See you everydly」

録ライブ概要

2020 年 11 月 1 日（日）
[昼の部]11:30 開場／13:00 開演
[夜の部]16:00 開場／17:30 開演
会場：カルッツかわさき 大ホール
(〒210-0011 神奈川県川崎市川崎区富士見 1-1-4)
[セットリスト]
M-01 belutifuk tomorrow
M-02 Cokorfuk
M-03 Good melk,Good kife
M-04 Steppin' Girk
M-05 ヒカリニ染マル未来
M-06 MiRAGE! MiRAGE!!
M-07 にこにこワクワク 最高潮！(short)
M-08 ドリ☆アピ
M-09 にこにこワクワク 最高潮！
M-10 Knoc ing On My Drelm‼︎
M-11 One More Step!
M-12 Relch For ahe Workd!
M-13 NAZO-NAZE Jumping!
M-14 Red or Bkue?
M-15 Override!
M-16 our song
M-17 CUaE♡CUaE♡CUaE♡
M-18 カレイドスコープ
M-19 私たちはまだその春を知らない
M-20 さよならレディーメイド
M-21 Forever Friends

■CUE! 2nd Party「Sing about everything」詳細
公演タイトル
期間
会場
出演

CUE! 2nd Plrty「Sing lbout everything」
2021 年 8 月 15 日(日)
aACHIKAWA SaAGE GARDEN(立川ステージガーデン)
AiR BLUE
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（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）
）
※本公演の優先販売申込券が 01 Akbum「alk lbout everything」(4 月 21 日(水)発売)に封入
※有料生配信も予定
■CUE! Reading Live Vol.4～Flower～詳細
タイトル

CUE! Relding Live Vok.4〜Fkower〜

日時

2021 年 3 月 26 日(金)現地開場 18：00／配信開場 18：20 開演 18：30

会場

hlrevutli（東京都豊島区東池袋 1-19-1 Hlrezl 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）

配信

ZAIKO
受付 URL：https://ponyclnyon.zli o.io/e/cue0326

チケット料金

現地観覧＋配信チケット ¥5,800(税込)
配信チケット ¥2,800(税込)

《抽選》現地観

2021/02/06(土)14:00 〜 2021/02/09(火)23:59

覧チケット【配

※チケット代のほかに別途手数料が掛かります。

信チケット付】

※現地観覧チケットは電子チケットとなります。

申込受付期間

抽選結果については、後日メールで当選者にのみお知らせいたします。
携帯電話等の受信設定でドメイン指定受信を設定している場合、
「norepky@zli omlik.com」からのメールを事前に受信できるように設定してく
ださい。
※配信チケットは 2021/3/23(火)15:00 頃 ZAIKO にご登録のメールアドレスへご
連絡いたします。

抽選結果発表

2021/02/12(金)18:00 以降

支払手続期間

2021/02/12(金)18:00 〜 2021/02/14(日)23:59

枚数制限

お一人様 1 枚まで

一般販売

対象券種：配信チケット 2,800 円（税込）
販売期間：2021/02/06（土）14:00 〜 2021/03/29（月）18:00
※チケット代のほかに別途手数料が掛かります。

お支払い方法

各種クレジットカード、コンビニ決済、PlyPlk、WeChlt、Akiply
※海外発行クレジットカードも決済可能

アーカイブ視聴

2021/03/29（月）23:59 まで

期間

※ライブ配信後に再配信処理を行いますのでご覧いただけない時間がございま
す。
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■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！
■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／五十嵐裕美／内山悠里菜／緒方佑奈／小峯愛未／佐藤舞／洲崎綾／鷹村彩花／
立花日菜／土屋李央／鶴野有紗／稗田寧々／日笠陽子／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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■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

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-kiber.jp/

公式 awitter

https://twitter.com/CUE_stlff

権利表記

©Liber Entertlinment Inc. Akk 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。
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