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株式会社サイバード（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO 本島 匡、以下「サイバ

ード」）の、日本の女性向けコンテンツの楽しさを世界に発信するために誕生したバーチャル YouTuber

「アイムソラ」が、業界初となる世界向け新番組「Sora’s Senpai Club」を、6 月 21 日（日）よりスタ

ートさせます。第一弾のゲストには、役者や声優として活躍する加藤 和樹さん、第二弾に声優・小野 

賢章さんを迎え、世界へ向けて、アニメ・漫画・音楽といったクールジャパンカルチャーの魅力を発信してい

きます。 

  
業界初となる世界向け新番組「Sora’s Senpai Club」は、クールジャパンカルチャーの楽しさを世界に

発信するサイバードのプロジェクト「I’m Sora Project」から誕生した、バイリンガルバーチャル YouTuber

「アイムソラ」が MC を務める新たな映像番組です。番組内では英語と日本語を交えたグローバルな放送

を予定しています。 

 

 

バイリンガルバーチャル YouTuber「アイムソラ」 

業界初！世界向け新番組「Sora’s Senpai Club」スタート 

～加藤 和樹、小野 賢章らとクールジャパンカルチャーを発信～ 



NEWS LETTER 

 

 

 

 

■声優・俳優・アーティストを「Senpai（先輩）」として迎えて世界へ発信 

新番組「Sora’s Senpai Club」では、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

ィスト等を「Senpai（先輩）」として番組に招き、3 週にわたって動画配信を行います。 

バイリンガルバーチャル YouTuber の「アイムソラ」と「Senpai（先輩）」とのトークを通じて、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、クールジャパンカルチャーの話題を

掘り下げ、その魅力を発信していく、業界初の世界向け番組となります。 

 
番組の最後には「夢」のような職業の第一線で活躍している「Senpai（先輩）」から、「夢」を追う全

世界の人に向けた貴重なメッセージを贈っていただくという、視聴者にとって希望や励みとなる構成となって

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 

開始日：2020 年 6 月 21 日（日）22:00～ 

URL：https://www.youtube.com/c/ImSoraProject  

 

出演する「Senpai（先輩）」 

第一弾：加藤 和樹さん   放送予定日：6 月 21 日／6 月 28 日／7 月 5 日 

第二弾：小野 賢章さん   放送予定日：7 月 12 日／7 月 19 日／7 月 26 日 

第三弾：KENN さん      放送予定日：8 月 2 日 ／8 月 9 日 ／8 月 16 日 

※6 月 21 日（日）の放送以降、毎週日曜配信予定です。 

※bilibili（哔哩哔哩）の配信時期は未定になります。 

https://www.youtube.com/c/ImSoraProject
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◆番組企画①「Notice Me Senpai Gacha」で質問を募集！ 

「アイムソラ」の公式 twitter（https://twitter.com/imsora_desu）では、番組放送前に各

「Senpai（先輩）」への質問を募集。番組内の「Notice Me Senpai Gacha」コーナーにて、集まった

質問の中からランダムでお答えいたします。 

6 月 25 日（木）23 時まで、KENN さんへの質問募集中のため、ぜひ企画に参加してみてください。 

▲公式 Twitter は、英語と日本語に対応しています。 

 

 

◆番組企画②Senpai（先輩）サイン入り色紙プレゼント！ 

期間中に「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、ゲスト毎に合計 3 名に「アイムソラ」と「Senpai（先輩）」の【連名

サイン色紙】が当たる RT キャンペーンを開催します。 

 

  
第一弾  ：加藤 和樹さんサイン入色紙（1 週目分） 

実施期間：2020 年 6 月 21 日（日）22:00～6 月 27 日（土）23:00 

※プレゼントキャンペーンは、出演する「Senpai（先輩）」毎に、実施いたします。 

※プレゼント内容は、ゲスト毎に変更する可能性がございます。 

 

https://twitter.com/imsora_desu
https://twitter.com/imsora_desu
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■『I’m Sora Project』とは 

「The sky is the limit!」 

「人生に限度なんてない！」―― 

2019 年 6 月 20 日、「We’re all under the 

same sky.」というスローガンのもと「同じ空の下に

いる世界中に、日本のコンテンツの楽しさを発信し

たい」という想いから誕生したプロジェクトです。 

2020 年 6 月に 1 周年を迎え、これまでの想いに加え新たなスローガン「The sky is the limit!」の

もと、新番組「Sora’s Senpai Club」がスタート。バーチャル YouTuber「アイムソラ」が、様々な

Senpai(先輩)を通して成長し、彼自身の夢も実現すべく、世界中に「夢を追うことの大切さや楽しさ」を

伝えていきます。 

 

■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。 

 

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。 
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■I’m Sora Project／「アイムソラ」公式 SNS 

【Twitter】 https://twitter.com/imsora_desu 

【YouTube チャンネル】http://www.youtube.com/c/ImSoraProject 

【Instagram】 https://www.instagram.com/imsora_dayo/ 

 

【楽曲情報】 

♪「Step by step」 https://youtu.be/OSBtjDb7KOw 

♪「Around SORA」 https://youtu.be/ocqMZu64g5g 

【コピーライト】©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。 

 

 

 

 

 

＊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 マーケティング統括部 

 E-Mail： press@cybird.co.jp 

 

https://twitter.com/imsora_desu
http://www.youtube.com/c/ImSoraProject
https://www.instagram.com/imsora_dayo/
https://youtu.be/OSBtjDb7KOw
https://youtu.be/ocqMZu64g5g
https://www.cybird.co.jp/
mailto:press@cybird.co.jp

