◆グッズラインナップ
▼アクリルスタンド（２種）：各 1,610 円（税込）

▼缶バッジセット（３個セット３種）：各 1,500 円（税込）

▼クリアファイル（２種）
：各 495 円（税込）

◆グッズ販売店舗
池袋本店、秋葉原本館、大阪日本橋店、アニメイト通販
販売期間：８月 10 日（月）～10 月７日（水）まで
◆限定フライヤー「アイムソラの手書きプロフィール帳」配布店舗
池袋本店、仙台店、大宮店、吉祥寺パルコ店、札幌店、渋谷店、名古屋店、新潟店、秋葉原本館、天
王寺店、三宮店、京都店、福岡パルコ店、広島店、大阪日本橋店、横浜ビブレ店、梅田店、新宿ハルク
店（～８月 31 日（月）まで。但し、なくなり次第終了）

◆等身大パネル設置
池袋本店、大阪日本橋店
設置期間：～８月 31 日（月）まで
◆オリジナル PV 放送
アニメイト店舗内のモニター
放映期間：８月 10 日（月）～８月 31 日（月）まで
池袋本店屋外ビジョン
放映期間：８月 15 日（土）～８月 28 日（金）まで
■第５弾ゲスト Senpai（先輩）に緒方 恵美出演決定！番組用質問を大募集中！
映像番組「Sora’s Senpai Club」の第５弾ゲスト Senpai（先輩）に、声優界のレジェンド的存在・
緒方 恵美さんの出演が決定！ 男性役も女性役も、幅広く演じてきた大ベテラン声優に、MC の「アイ
ムソラ」がどう切り込むのか、ご期待ください！
なお、番組第２部の「Notice Me Senpai Gacha」コーナー用に、緒方 恵美さん宛ての質問を「アイム
ソラ」公式 twitter（https://twitter.com/imsora_desu）にて募集中です。

■第３弾ゲスト Senpai（先輩）KENN とのエピソード配信スタート
８月２日（日）22 時より３弾ゲスト Senpai（先輩）の KENN さんの放送がスタートしました！KENN さ
んが今の仕事についたきっかけや、仕事にかける想い、そして世界中から集まった質問に答えてくれて
います！ 番組でしか聞けない秘話を要チェック！
番組では、
「アイムソラ」公式 Twitter（https://twitter.com/imsora_desu）をフォロー&RT した方
の中から、毎週抽選で１名様に、
「アイムソラ」と KENN さんの【連名サイン色紙】が当たる RT キャン
ペーンを実施中！ 番組の後毎週行われるので、この機会をお見逃しなく。

◆【連名サイン色紙】プレゼントキャンペーン RT 対象ツイート（第１回放送分）
https://twitter.com/imsora_desu/status/1289916360567529473
実施期間：～2020 年８月８日（土）23：00 まで
◆第１回放送はこちらから！
【KENN #1】今の仕事についたきっかけなどを質問！？●●がけんぬを救った！【覚悟を持ったプロ根
性素晴らしすぎた】
https://youtu.be/q1br9gqKIPk
■バーチャル YouTuber「アイムソラ」とは
キャラクターデザインを、大人気イラストレー
ター「雪広うたこ」先生が手がけた、日本語と英語
の男性バイリンガルバーチャル YouTuber です。
日本と世界の架け橋になることを夢見て、日本
のコンテンツや文化、サブカルチャー事情、オタク
観光地などの紹介をしています。そしてプロジェ
クトの新しいスローガン「The sky is the limit!」
のもと、自身もやりたいことへの挑戦を諦めず、世
界中の夢見る人を応援する活動を行っています。
CV を務めるのは、倉増ひろと。株式会社サイバ
ード海外事業部の部長でもあり、コスプレイヤー
としても海外で活躍中の彼が CV の担当でもあり、
プロジェクトリーダーをも務めています。
2019 年 11 月には、エイベックス・エンタテイン
メント株式会社の楽曲プロデュースのもと、王道
ポップソング「Step by step」と、皆で踊れるエ
レクトロ・ポップの「Around SORA」の２曲をリリ
ース。同年 12 月１日には、シンガポールで開催さ
れたイベント「C3 AFA Singapore 2019」にて楽曲
を初披露し、トークショウも実施。大歓声に迎えら
れ、世界中のファンとの交流を深めました。

▲イベント「C3 AFA Singapore 2019」
（シンガポール）でのステージの様子。

■「Sora’s Senpai Club」とは？

番組概要

「Sora’s Senpai Club」とは、バイリンガルバーチャル YouTuber「アイムソラ」が MC を務める、乙
女コンテンツ業界初となる世界向け映像番組です。日本のコンテンツ業界の第一線で活躍する声優・俳
優・アーティストやクリエイターを「Senpai（先輩）
」として番組に招き、３週にわたって動画配信を行
っています。
番組内では英語と日本語を交えたグローバルな放送となっており、
「アイムソラ」と「Senpai（先輩）
」
とのトークを通じて、クールジャパンカルチャーの話題を掘り下げ、日本で話題のアニメ・漫画・音楽や、
コンテンツに関わるゲスト自身の深堀りなど、その魅力を発信しています。
この番組は、
「アイムソラ」自身が番組の企画や準備
に加わっています。
「アイムソラ」は、日本と世界の架
け橋になりたいという彼自身の「夢」のために、番組に
出演する「Senpai（先輩）
」からコンテンツに取り組む
姿勢や演技の極意などを教わって成長したいと考えて
います。
この番組で MC 初挑戦となる彼が、世界にどのような
番組を提供し、さらに成長していくのか、どうぞ今後に
もご期待ください。
番組名：Sora’s Senpai Club
配信先：YouTube、bilibili（哔哩哔哩）※予定
放送日：毎週日曜 22:00～
URL：https://www.youtube.com/c/ImSoraProject
◆出演する Senpai（先輩）
第１弾：加藤 和樹さん

放送日：６月 21 日／６月 28 日／７月５日

第２弾：小野 賢章さん

放送日：７月 12 日／７月 19 日／７月 26 日／７月 29 日

第３弾：KENN さん

放送予定日：８月２日 ／８月９日 ／８月 16 日

第４弾：神尾 晋一郎さん 放送予定日：８月 30 日 ／９月６日／９月 13 日
第５弾：緒方 恵美さん 放送予定日：９月 20 日 ／９月 27 日／10 月４日
◆放送リスト
▼【加藤和樹#1】10 の質問！辞めようと思ったことは…！？【今の仕事を始めたきっかけは！？】
https://youtu.be/4KYnwLx3qlE
▼【加藤和樹#2】ファンの質問にお答え！【昔はライブで●●が苦手だった！？】
https://youtu.be/ficfvsaER5I
▼【加藤和樹#3】何をしてもイケメンでいれるのか検証！【Sora's Senpai Club】
https://youtu.be/IDJ4x7XbUwM
▼【小野賢章#1】子役デビュー後、初のお給料で買ったものとは！？【花澤香菜さんとご結婚おめでとう
ございます！】
https://youtu.be/9mAQHZK6sbo
▼【小野賢章#2】海外で死にかけた！？ファンからの質問でアイナナの陸との共通点！？
https://youtu.be/iWq_Gt669W0

▼【小野賢章#3】声優の演技を検証！？無茶ぶりでキャラ変！？【耳福注意！】
https://youtu.be/2kliqvzE44c
▼【小野賢章#4】舞台でセリフを忘れたとき、あえて●●したって本当！？【プロ声優・俳優はスゴイ】
https://youtu.be/YH1u8mEAvUoa
■「アイムソラ」公式 SNS
【Twitter】
【YouTube チャンネル】
【Instagram】
【紹介動画】
【楽曲情報】
♪「Step by step」
♪「Around SORA」
【コピーライト】

https://twitter.com/imsora_desu
http://www.youtube.com/c/ImSoraProject
https://www.instagram.com/imsora_dayo/
https://youtu.be/Vxkr82QiuwU
https://youtu.be/OSBtjDb7KOw
https://youtu.be/ocqMZu64g5g
©CYBIRD

■サイバードについて
会 社 名：株式会社サイバード（https://www.cybird.co.jp/）
本
社：東京都渋谷区猿楽町 10-１ マンサード代官山
代 表 者：代表取締役社長 兼 CEO 本島 匡
設
立：1998 年９月 29 日
事 業 概 要： モバイルを軸としたコンテンツサービス/ゲームの提供、コンテンツビジネス支援、ク
ロスメディアソリューションの開発/提供、モバイル/Web サイト構築、e コマース、次
世代プラットフォーム/テクノロジーの研究開発など。
＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞
株式会社サイバード マーケティング統括部
E-Mail： press@cybird.co.jp
＊サイバード及び「ＣＹＢＩＲＤ」ロゴは株式会社サイバードの商標または登録商標です。
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
＜IR に関するお問い合わせ先＞
株式会社アエリア IR 担当チーム
MAIL：ir@aeria.jp
以上

