
 

     2018年 5月 11日 

報道関係者各位 

株式会社サイバード 

 

 

 

 

株式会社サイバード（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 内海 州史）は、コダワリ女子のた

めの異次元空間マガジン「numan
ヌ ー マ ン

」の５人のイケメン編集部員（キャラクター）に、人気声優である村上

喜紀さん、帆世雄一さん、木島隆一さん、バレッタ裕さん、五十嵐巧巳さんを CV として起用することを決

定しました。 

「numan
ヌ ー マ ン

」は、ハマるを意味する”沼”と、女性（woman）を掛け合わせた造語を名前とするWeb マ

ガジンで、2018年 1月の正式サービス開始以降、二次元編集部員が運営するメディアとして、マンガ・ゲ

ーム・アニメ・舞台・声優等のニュースや、独自取材によるインタビュー記事などを毎日配信しています。 

 

二次元編集部員５人のキャラクターボイスを担当するのは、現在注目を集める人気声優の方々です。 

明るく素直な愛され系ワンコ男子「小日向
こ ひ な た

ハル
は る

」役には、アニメ「美男高校地球防衛部 LOVE!LOVE!」

別府日彦役、舞台「KING OF PRISM-Over the Sunshine!-」十王院カケル役などで活躍中の村

上喜紀さん。知的でクールと思いきや実は天然ボケ……の「二階堂宗一郎
に か い ど う そ う い ち ろ う

」役には、ゲーム「あんさんぶる

スターズ！」守沢千秋役、「A3!」古市左京役等で活躍中の帆世雄一さん。典型的チャラ男「佐伯圭介
さ え き け い す け

」

役には、「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」伊弉冉一二三役ほか、多数のアニメ・外画で活躍

中の木島隆一さん。美を愛する辛口オネェ「白鳥雅
しらとりみやび

」役には、ゲーム「アイドルマスターSideM」花村翔真

役で活躍中のバレッタ裕さん、出社しない引きこもりコミュ障「結城
ゆ う き

まひろ」役には、声優ユニット「Claw K

nights」で活躍中の五十嵐巧巳さんといった魅力あふれるキャストが揃いました。 

さらに2018年初夏には、二次元編集部員のキャラクターがバーチャルYouTuberとなって、新たに番組

を配信開始いたします。個性豊かな二次元編集部員５人の活躍にご期待下さい。 

 

今回のバーチャル YouTuber を皮切りに、今後もメディアの枠にとどまらない、さまざまな展開を計画して

います。一人でも多くの女性が、彩ある毎日を過ごせるように、これからも「numan
ヌ ー マ ン

」が応援してまいります。 

  

コダワリ女子のための異次元空間マガジン「numan
ヌ ー マ ン

」、 

イケメン編集部員 5人の CV に人気声優が決定！ 

~さらに編集部員がバーチャル YouTuber として初夏より番組開始！ 



 

 

■numan編集部キャラクター（https://numan.tokyo/about） 

 
▲二階堂宗一郎 

CV：帆世雄一 

担当カテゴリ：ノベル 

▲結城まひろ 

CV：五十嵐巧巳 

担当カテゴリ：ゲーム 

▲小日向ハル 

CV：村上喜紀 

担当カテゴリ：アニメ 

▲佐伯圭介 

CV：木島隆一 

担当カテゴリ：マンガ 

▲白鳥雅 

CV：バレッタ裕 

担当カテゴリ：ドラマ／

舞台 

 

 

 

“愛され系ワンコ“ 

▶小日向 ハル（こひなた・はる）担当カテゴリ：アニメ 

編集部唯一の新卒社員(下っ端) そこそこの大学を出てそこそこの会

社に就職したはずが、新卒研修が終わった途端いきなり乙女企画に

出向を言い渡された、不運(？)な青年。 個性的なほかの社員たちに

振り回されつつも、前向きに頑張る健気男子。 

https://numan.tokyo/authors/haru 

Twitter：＠numan_haru 

 

CV：村上喜紀（むらかみ・よしき） 

10月 29日生まれ、京都府出身 

アクロスエンタテインメント所属 

【主な出演作品】 

＜アニメ＞ 

「美男高校地球防衛部 LOVE!LOVE!」（別府日彦） 

「弱虫ペダル GLORY LINE」（船津和歩） 

＜舞台＞ 

「KING OF PRISM-Over the Sunshine!-」（十王院カケル） 

ほか 

  

 

 

 

 

 

 

https://numan.tokyo/about
https://numan.tokyo/authors/haru


 

 

 
 

“インテリメガネ“ 

▶二階堂 宗一郎（にかいどう・そういちろう） 

担当カテゴリ：ノベル 

純粋培養のお坊ちゃま。知識はあれども世事には疎い天然気質。 

実は前職は純文学誌の編集者だが昨今の活字離れのあおりをくい、

担当誌が廃刊となったため乙女企画に再就職。 

趣味は落語を聞くこと。夏でも冬でも扇子は欠かせない。 

https://numan.tokyo/authors/nikaido 

Twitter：＠numan_2F 

 

 

 

CV：帆世雄一（ほせ・ゆういち） 

7月 22日生まれ、静岡県出身。 

アクロスエンタテインメント所属 

【主な出演作品】 

＜ゲーム＞ 

「あんさんぶるスターズ！」（守沢千秋役） 

「A3！」（古市左京役）  

ほか 

 

  

 

 

“引きこもりコミュ障” 

▶結城 まひろ（ゆうき・まひろ） 

担当カテゴリ：ゲーム 

出社しなくていい、という条件で就職した元自宅警備員のひきこもり男

子。採用条件は顔だったはずだが、実は彼の素顔は誰も知らない。 

ネットで培ったオタク知識は編集部随一の量を誇る。が、余人には真似

のできない独特のセンスと会話はコミュニケーションが図りにくいのが難点。 

https://numan.tokyo/authors/mahiro 

Twitter：＠numan_mahiro 

 

 

 
 

CV：五十嵐巧巳（いがらし・たくみ） 

10月 1日生まれ、福島県出身。 

スペースクラフト・エンタテインメント所属。 

【主な出演作品】 

＜ゲーム＞ 

「CARAVAN STORIES」（キリアン・ルベルロット） 

※男性声優ユニット『Claw Knights』の一員として活動中。 

ほか 

https://numan.tokyo/authors/nikaido
https://numan.tokyo/authors/mahiro


 

  

 
 

“女好きダメンズ” 

▶佐伯 圭介（さえき・けいすけ） 

担当カテゴリ：マンガ 

来るもの拒まず去るもの追わず、 

その日のベッドはその日(の女)に決める典型的チャラ男。 

老若問わず、女性であれば誰にでも優しくできる適応力の高さで幅広い

ジャンルのマンガを読みこなす。 

https://numan.tokyo/authors/keisuke 

Twitter：＠numan_keisuke 

 

 

 

CV：木島隆一（きじま・りゅういち） 

３月 29日生まれ、北海道出身。 

マウスプロモーション所属。 

【主な出演作品】 

＜アニメ＞ 

「GOD EATER」（空木レンカ） 

「BORUTO ボルト -NARUTO THE MOVIE- 」（ミツキ） 

＜外画＞ 

「グレイズ・アナトミー」（アンドリュー・デルーカ） 

＜その他＞ 

「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」（伊弉冉一二三） 

ほか 

  

 
 

“辛口オネェ” 

▶白鳥 雅（しらとり・みやび） 

担当カテゴリ：ドラマ／舞台 

自身の美容サロンを開くための資金作りとして乙女企画に入社。 

自己の美意識に反するものには容赦なくその舌鋒が突き刺さる辛口オ

ネエ系男子。 

だが、それ以上に磨き上げたビューティボディ＋高い露出度が放つ威圧

感もといオーラは、どんな人混みでも自然に道ができるほど。 

https://numan.tokyo/authors/miyabi 

Twitter：＠numan_miyabi 

 

 

 

CV：バレッタ裕（ばれった・ゆたか） 

8月 8日生まれ、アメリカ合衆国コロラド州出身。 

パワー・ライズ所属。 

【主な出演作品】 

＜ゲーム＞ 

「夢王国と眠れる 100人の王子様」（ライアン） 

「THE IDOLM@STER SideM」（華村翔真） 

ほか 

https://numan.tokyo/authors/keisuke
https://numan.tokyo/authors/miyabi


 

 

■小日向ハル役村上喜紀さんコメント 

「numanは 5人の編集部員による”乙女企画”という会社組織、ということで、乙女の皆様に喜んでい

ただけるコンテンツを、僕たちこれから一所懸命作り出していきますので、”推しメン”を見つけていただいて、

ぜひぜひ応援していただければと思います。 

キャストの僕たちも皆様以上に、この5人を愛して、ともに成長して、numanを大きくしていければと思い

ますので、何卒よろしくお願いします！」 

 

■バーチャル YouTuber配信情報 

番組タイトル：未定 

放送予定：2018年初夏 

配信チャンネル：YouTube「numan ch-ヌーマンチャンネル-【公式】」 

https://www.youtube.com/channel/UCEobgdEtin_kO2BsTNJ0TwA 

告知ページ：https://numan.tokyo/vtuber001 

numan編集部公式 Twitter：@numan_edd 

※詳細は随時告知ページ、または numan編集部公式 Twitter にて公開いたします。 

 

【バーチャル YouTuber とは？】 

仮想キャラクターの YouTuber（※YouTubeなどの動画配信メディアでゲーム実況や雑談など幅広い

動画の配信活動を行う人）を指す言葉です。 

出典：numan用語集（https://numan.tokyo/words/B3x6U） 

 

 

【サイト概要】 

◇サイト名： numan
ヌ ー マ ン

 

◇コンセプト：コダワリ女子のための異次元空間マガジン 

◇公開日： 2018年 1月 15日 

◇サイト URL：https://numan.tokyo 

◇公式 Twitter：@numan_edd 

◇記事カテゴリ：マンガ・ゲーム・アニメ・舞台・声優 

◇著作権表記：©CYBIRD・Otome Planning illustrated by saki kaoru 

  

https://numan.tokyo/vtuber001
https://numan.tokyo/words/B3x6U


 

 

■サイバードについて 

会   社   名：株式会社サイバード（http://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 内海 州史 

創        立：1998年 9月 

事  業 概 要：モバイルコンテンツサービスの提供およびモバイルビジネス支援、 

 クロスメディアソリューションの開発／提供、モバイルサイト構築、モバイルコマース、 

 次世代プラットフォームの研究開発など 

 

 

 

 

 
 

 

＊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。 

＜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 コーポレートコミュニケーション部 広報グループ 井澤 

TEL: (03)6746-3111 E-Mail： press@cybird.co.jp 

 

http://www.cybird.co.jp/
mailto:press@cybird.co.jp

