2021 年 10 月 25 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）』TV アニメ『CUE!』
2022 年 1 月より MBS、TBS、BS-TBS“アニメイズムにて放送決定！
&「Flower」
「Bird」新キービジュアル公開！

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!』について 2022 年 1 月より
放送開始する TV アニメ『CUE!』の「Flower」
「Bird」の新キービジュアルを公開しました。あわせて MBS、
TBS、BS-TBS“アニメイズム”にて放送することも決定しました。
■TV アニメ『CUE!』新キービジュアル 2 点公開！
今回解禁されたキービジュアルの「Flower」Ver.には六石陽菜、鷹取舞花、鹿野志穂、月居ほのかの
4 名がアフレコをしている風景が描かれています。またもう 1 枚の「Bird」Ver.には天童悠希、赤川千
紗、恵庭あいり、九条柚葉の 4 名がライブ衣装を着用し舞台裏にいるシーンが描かれており、2 枚とも
新人声優の彼女たちがどういった活動をしていくのかを想像させるキービジュアルとなっています。キ
ービジュアルとあわせて 8 名のキャラクター設定も公開しました。
『CUE!』は 11 月 18 日から 21 日まで秋葉原イベントスペース「エンタス」にて“CUE! and
DIALOGUE+展「～A dressing～」”を開催します。これまで着用してきた衣装やキャストによる音声解
説も聞ける貴重な内容となっています。さらに 11 月 21 日(日)は「CUE! Reading Live Vol.5」の開催も
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決定しています。展示イベントも Reading Live の配信チケットも現在発売中なので、ぜひチェックして
ください。
テレビアニメ主題歌 CD の発売も決まり、放送まで盛り上げをみせる『CUE!』にぜひご期待ください。

■CUE! Reading Live Vol.5 ～Wind＆Moon～詳細
タイトル
日程

CUE! Reading Live Vol.5 ～Wind＆Moon～
2021 年 11 月 21 日（日）夜の部 開演 18：30
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

出演

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）

配信チケット
購入 URL

2,800 円(税込)
https://ponycanyon.zaiko.io/e/cue1121

■CUE! and DIALOGUE+展示会～A dressing～詳細
タイトル

CUE! and DIALOGUE+展示会～A dressing～

期間

2021 年 11 月 18 日（木）～11 月 21 日（日）

会場
金額

秋葉原イベントスペース エンタス
東京都千代田区外神田 1-2-7 オノデン秋葉原本館ビル 5F
4,500 円（税込）

※展示会についての記事ご掲載の際は、コピーライトの記載をお願いいたします。
©Liber Ent. / ©PC
■TV アニメ『CUE!』主題歌 CD 詳細
タイトル
歌唱
発売日

スタートライン／はじまりの鐘の音が鳴り響く空
AiRBLUE
2022 年 1 月 26 日（水）
＜初回限定盤＞
品名：スタートライン／はじまりの鐘の音が鳴り響く空【初回限定盤】（CD＋Bluray）
PCCG.2115／￥2,200(税込)
仕様：描き下ろしジャケット仕様

商品仕様

特典：Blu-ray
・
「スタートライン」Music Video
・
「スタートライン」Music Video Making を収録
＜通常盤＞
品名：スタートライン／はじまりの鐘の音が鳴り響く空【通常盤】（CD ONLY）
PCCG.2116／￥1,500(税込)
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仕様：描き下ろしジャケット仕様
※初回限定盤と通常盤でジャケットのイラストが変わります。
01. スタートライン（TV アニメ『CUE!』オープニング主題歌）
作詞・作曲／shilo 編曲／宝野聡史
02. はじまりの鐘の音が鳴り響く空（TV アニメ『CUE!』エンディング主題歌）
作詞・作曲・編曲：伊藤 賢
03. 空合ぼくらは追った
作詞/作曲：渡辺翔 編曲：白戸佑輔
04. スタートライン(Flower ver.)
05. スタートライン(Bird ver.)
収録楽曲

06. スタートライン(Wind ver.)
07. スタートライン(Moon ver.)
08. はじまりの鐘の音が鳴り響く空(Flower ver.)
09. はじまりの鐘の音が鳴り響く空(Bird ver.)
10. はじまりの鐘の音が鳴り響く空(Wind ver.)
11. はじまりの鐘の音が鳴り響く空(Moon ver.)
12. スタートライン(Instrumental)
13. はじまりの鐘の音が鳴り響く空(Instrumental)
14. 空合ぼくらは追った(Instrumental)
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■TV アニメ「CUE!」詳細
原作

リベル・エンタテインメント

キャラクタ―原案

シソ

監督

片貝 慎

シリーズ構成

浦畑達彦

キャラクターデザイン

谷口元浩

サブキャラクターデザイン

西村理恵

音楽

中西亮輔

音楽制作

ポニーキャニオン、アップドリーム

アニメーション制作

ゆめ太カンパニー×グラフィニカ

製作

CUE! Animation Project

キャスト

六石陽菜（むついし はるな） ：内山悠里菜
鷹取舞花（たかとり まいか） ：稗田寧々
鹿野志穂（かの しほ）

：守屋亨香

月居ほのか（つきい ほのか） ：緒方佑奈
天童悠希（てんどう ゆうき） ：鷹村彩花
赤川千紗（あかがわ ちさ）

：宮原颯希

恵庭あいり（えにわ あいり） ：飯塚麻結
九条柚葉（くじょう ゆずは） ：村上まなつ
夜峰美晴（よみね みはる）

：安齋由香里

神室絢（かむろ あや）

：松田彩希

宮路まほろ（みやじ まほろ） ：山口愛
日名倉莉子（ひなくら りこ） ：鶴野有紗
丸山利恵（まるやま りえ）

：立花日菜

宇津木聡里（うつぎ さとり） ：小峯愛未
明神凛音（みょうじん りんね）：佐藤舞
遠見鳴（とおみ めい）

：土屋李央

放送日

2022 年 1 月～MBS、TBS、BS-TBS“アニメイズム”

TV アニメ『CUE!』第 1 弾

https://youtu.be/yi6zNeKaDbU

PV
アニメ公式 HP

https://cue-animation.jp/

アニメ公式 Twitter

@cue_anime

アニメコピーライト

©CUE! Animation Project

『CUE!』公式 HP https://www.cue-liber.jp/
『CUE!』公式 Twitter https://twitter.com/CUE_staff
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■イントロダクション
プレイヤーがマネージャーとなり、新人声優たちを成長させていくアプリゲーム『CUE!』
。
2019 年の結成以来ライブやイベントと精力的な活動を積み重ねてきた AiRBLUE（エールブルー）の 16
人がいよいよアニメに登場！
■ストーリー
実績も経験もない、できたてホヤホヤの声優事務所『AiRBLUE』。そこに所属するのは個性豊かな声優
の卵たち。彼女たちはいまの自分に何ができるのかを考え、それぞれが信じる形で夢へと駆け出してい
く！しかし、夢を抱きつつも直面する厳しい現実。苦悩、挫折、葛藤――。いくら練習を重ねても、全
員がオーディションに合格することは叶わない。声優を目指す者なら誰もがぶつかる壁を前に、彼女た
ちはどう立ち向かっていくのか？
新人声優たちによる物語が、いま始まる。
■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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