■2019 年 12 月 30 日より交通広告が掲出！
2019 年 12 月 30 日より、東京メトロ新宿駅のメトロプロムナードにてキービジュアルを使用した交通
広告が掲出されました。また、2020 年１月６日（月）より札幌・名古屋・大阪・福岡でもビジョンなど
の広告が展開されるほか、１月７日（火）より都内を特製トラックが走行することも発表しました。ぜひ
お楽しみに。
■オープニング主題歌 CD「Act! Addict! Actors!」期間限定仕様ジャケット画像公開！
2020 年２月５日（水）に発売されるオープニング主題歌 CD「Act! Addict! Actors!」ジャケット画像
を公開しました。咲也と天馬が描かれており、また期間限定仕様として特製「トライアングルジャケッ
ト」となっていますので、ご予約・ご購入はお早目に！
さらに、３月４日（水）には TV アニメ『A3!』の Blu-ray＆DVD の発売も決定。各巻にキャラクター原
案・冨士原良先生による描き下ろしジャケットなど豪華特典の予定となっています。
そして、放送開始日の１月 13 日（月）にはアニメイト池袋本店にて、MANKAI カンパニーのマスコット
である亀吉によるグリーティング＆『ロミオの学園天国』ビラ配り会の開催も決定しました。詳しくはア
ニメ公式 HP（https://www.a3-animation.jp/）をチェックしてください。
■TV アニメ『A3!』詳細
原作
キャラクター原案
監督
副監督
シリーズ構成
キャラクターデザイン
キャラクターデザイン/総作画監督
サブキャラクターデザイン/総作画
監督

『A3!（エースリー）
』(リベル・エンタテインメント)
冨士原 良
篠原啓輔
中園真登
ハヤシナオキ
小松真梨子
橋本浩一
金丸綾子

総作画監督

飯田恵理子・有我洋美

美術デザイン
衣装デザイン
美術監督
色彩設計
ＨＯＡ
グラフィックアート
撮影監督
編集
音響監督
音楽
オープニング主題歌制作
音楽制作
プロデュース
アニメーション制作

石口 十
あきづきりょう
田辺浩子（草薙）
津守裕子
トライスラッシュ
荒木宏文
鈴木麻予（T2 Studio）
土居秀充
濱野高年
横山 克・橋口佳奈
大石昌良
ポニーキャニオン
インフィニット
P.A.WORKS×Studio 3Hz
【春組】
佐久間咲也：酒井広大

キャスト

碓氷真澄：白井悠介
皆木 綴：西山宏太朗
茅ヶ崎 至：浅沼晋太郎
シトロン：五十嵐雅

【夏組】
皇 天馬：江口拓也
瑠璃川 幸：土岐隼一
向坂 椋：山谷祥生
斑鳩三角：廣瀬大介
三好一成：小澤廉
【秋組】
摂津万里：沢城千春
兵頭十座：武内駿輔
七尾太一：濱健人
伏見 臣：熊谷健太郎
古市左京：帆世雄一
【冬組】
月岡 紬：田丸篤志
高遠 丞：佐藤拓也
御影 密：寺島惇太
有栖川 誉：豊永利行
雪白 東：柿原徹也
松川伊助：小西克幸
立花いづみ：名塚佳織
SEASON SPRING ＆ SUMMER
TOKYO MX 2020 年１月 13 日（月）より毎週月曜 24:00～
放送日

サンテレビ

2020 年１月 13 日（月）より毎週月曜 24:00～

KBS 京都

2020 年１月 13 日（月）より毎週月曜 24:00～

BS11

2020 年１月 13 日（月）より毎週月曜 24:00～

にて放送予定！
ｄアニメストア／FOD／U-NEXT 2020 年１月 13 日 24：00〜
ニコニコ動画、AbemaTV、Hulu、バンダイチャンネル、Amazon プ
ライムビデオ、楽天 TV、ビデオマーケット、GYAO!ストア、
配信情報

DMM.com、J:COM オンデマンド、ビデオパス、ひかり TV
2020 年１月 19 日 24：00〜
ニコニコ生放送 2020 年１月 20 日 22：00〜
TSUTAYA TV 2020 年１月 20 日 19：00〜

TV アニメ『A3!』PV～SEASON SPRING
～本 PV

https://www.youtube.com/watch?v=3UsUbW1Mlfg

■TV アニメ『A3!』SEASON SPRING＆SUMMER オープニングテーマ詳細
タイトル
Act! Addict! Actors!
アーティスト

A3ders!［佐久間咲也、皇 天馬、摂津万里、月岡 紬（CV：酒井広大、江口拓也、
沢城千春、田丸篤志）］

発売日

2020 年２月５日発売

品番/価格

PCCG. 1856／1,182 円＋税

収録楽曲

01.

Act! Addict! Actors!

作詞・作曲・編曲：大石昌良
02.

Act! Addict! Actors! (佐久間咲也 Ver.)

03.

Act! Addict! Actors! (皇 天馬 Ver.)

04.

Act! Addict! Actors! (摂津万里 Ver.)

05.

Act! Addict! Actors! (月岡 紬 Ver.)

06.

Act! Addict! Actors! (Instrumental.)

■TV アニメ『A3!』SEASON SPRING＆SUMMER エンディングテーマ詳細
タイトル
Home／オレンジ・ハート
アーティスト

春組／夏組

発売日

2020 年３月４日発売

品番/価格

PCCG-1874／1,182 円＋税

収録楽曲

01 Home
作詞・作曲・編曲：園田健太郎
春組［佐久間咲也、碓氷真澄、皆木 綴、茅ヶ崎 至、シトロン（ＣＶ：酒井広大、
白井悠介、西山宏太朗、浅沼晋太郎、五十嵐 雅）
］
02 オレンジ・ハート
作詞・作曲・編曲：ヒゲドライバー
夏組［皇 天馬、瑠璃川 幸、向坂 椋、斑鳩三角、三好一成（CV:江口拓也、土岐隼
一、山谷祥生、廣瀬大介、小澤 廉）
］
03 Home（TV size）
04 オレンジ・ハート（TV size）
05 Home（Instrumental）
06 オレンジ・ハート（Instrumental）

【アニメ公式 HP】https://www.a3-animation.jp
【アニメ公式 Twitter】@mankai_anime
※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。
©A3! ANIMATION PROJECT

■A3! 詳細
タイトル
アプリアイコン

配信開始日
価格
カテゴリー
対応 OS
公式サイト URL
iOS URL
Android URL
公式 Twitter
権利表記

A3!（読み方：エースリー）

2017 年１月 27 日（金）
基本プレイ無料(一部アイテム課金制)
イケメン役者育成ゲーム
iOS/Android ※機種によりご利用頂けない場合があります。
https://www.a3-liber.jp
https://itunes.apple.com/jp/app/a3!/id1160565264?l=ja&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.liberent.mankai
@mankai_company
©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『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。
■『A3!』に関するお問い合わせ先
株式会社リベル・エンタテインメント
東京都港区芝公園１－１－１ 住友不動産御成門タワー７階
E-mail：pr@liberent.co.jp
URL: https://liberent.co.jp/
※IR に関するお問い合わせは、子会社ではなく当社（ir@aeria.jp）へお問合せください。
以上

