
NEWS LETTER 

 

 

 

      

2020 年 10 月 30 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 兼 CEO 本島 匡、以下「サイバ

ード」）のバイリンガル VTuber「アイムソラ」が MC を務める YouTube のトークバラエティ番組「Sora’s 

Senpai Club」において、記念すべき第 10 弾のゲストに、今年 20 周年イヤーとなる日本を代表するア

ーティスト・倖田來未の出演が決定しました。番組公式 Twitter では、ファンからの質問も募集中です。 

また、第７弾のゲスト GARNiDELiA（ガルニデリア）とのエピソード配信が、11 月 1 日（日）よりス

タートします。 

 
 業界初となる世界向け映像番組「Sora’s Senpai Club」は、バイリンガル VTuber「アイムソラ」が

MC を務める YouTube のトークバラエティ番組です。 

日本のコンテンツ業界の第一線で活躍する声優・俳優・アーティスト等を「Senpai（先輩）」として番

組に招き、約 3 週にわたって動画配信を行い、「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、その魅力を発信しています。 

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います。 

 

 

■倖田來未出演決定！「Sora’s Senpai Club」4 週連続夜 22 時放送 

日本のエンターテイナーを「Senpai（先輩）」としてゲストに迎え、MC のバイリンガル Vtuber「アイム

ソラ」が「Sora’s Senpai Club」様々なことを学び、世界に日本のカルチャーを発信する YouTube 番

組。記念すべき第 10 弾のゲストに、今年 20 周年イヤーとなる日本を代表するアーティスト・倖田來未

が出演決定！ 

倖田來未出演決定！デビュー20 周年、世界向け番組に登場！ 

バイリンガル VTuber「アイムソラ」のトークバラエティ番組「Sora’s Senpai Club」 

～11 月 1 日より、GARNiDELiA 放送回スタート！～ 
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番組の放送は、倖田來未のデビュー日かつ、現在開催中の 20 周年アリーナツアー『KODA KUMI 

20th ANNIVERSARY TOUR 2020 MY NAME IS…』最終日である 12 月 6 日（日）を皮切り

に、4 週連続夜 22 時放送となります！（放送日後も視聴可能） 

日本の音楽業界の第一線を走り続けてきた倖田來未自身の話や、楽曲やライブへの想い、そして 12

月 2 日（水）にリリース予定の新アルバム『angeL [MY NAME IS...]』と、『monsteR [MY 

NAME IS...]』にまつわるお話など、「Sora’s Senpai Club」でしか聞けない内容が盛りだくさん！ 

 

番組のプロデューサーが、魂を込めて送った一通の手紙から始まったこの企画。倖田來未の大ファンで

ある Vtuber アイムソラが、2020 年の「Sora’s Senpai Club」番組集大成としてお届けします。 

 

◆番組用質問大募集中！ 

「アイムソラ」の公式 twitter（https://twitter.com/imsora_desu）では、番組第 2 部にてファ

ンからの質問にゲスト Senpai（先輩）が答える人気コーナー「Notice Me Senpai Gacha」にて使用

する、「倖田來未 Senpai（先輩）」への質問を募集いたします（募集開始：10 月 30 日（金）

15 時～） 

いただいた質問は、番組内の「ガチャマシーン」にて、ランダムで選ばれて、答えていただきます。あなたの

質問がガチャから出てくるかは、是非番組の放送を楽しみにお待ちください♪ 

 
 

 

■第７弾のゲスト GARNiDELiA とのエピソード配信スタート！ 

11 月 1 日（日）22 時より、ゲスト Senpai（先輩）第７弾 GARNiDELiA（ガルニデリア）の放

送がスタート！ 今年 2020 年に結成 10 周年となる大人気ユニットから、海外でのライブのエピソード

や、世界中のファンからの質問への回答、そして、MARiA、toku の両名がお互いを 1 アーティストとしてど

う思っているかなど、「アイムソラ」が様々なトークで二人を深掘りしました。 

また、「アイムソラ」自らがピックアップした過去の楽曲に加え、11 月 25 日（水）発売予定の新アル

バム「起死回生」のお話など、音楽やライブに対する想いもたくさん語っていただいています。 

https://twitter.com/imsora_desu
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そして、「アイムソラ」の公式 Twitter（https://twitter.com/imsora_desu）では、「アイムソラ」

と MARiA、toku 両名の【連名サイン色紙】プレゼントを実施予定！ 番組の放送をお楽しみに。 

 

 

■「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。 

これまでに、加藤和樹さん、小野賢章さん、KENN さん、神尾晋一郎さん、緒方恵美さん、小澤廉さ

んをはじめとする多彩なキャストを迎えています。 

  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。 

 

 

https://twitter.com/imsora_desu
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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 

 

◆放送スケジュール（予定） 

GARNiDELiA 11 月 1 日、11 月 8 日. 11 月 15 日 ※毎週日曜 22：00～放送 

佐香智久 11 月 13 日、11 月 20 日、11 月 27 日 ※毎週金曜 22：00～放送 

小野友樹 11 月 22 日、11 月 29 日、12 月 2 日 ※毎週日曜 22：00～放送（第３話のみ

水曜） 

倖田來未 12 月 6 日、12 月 13 日、12 月 20 日、12 月 27 日 ※毎週日曜 22：00～放送 

※佐香 智久さんの放送回のみ、毎週金曜 22：00～放送となります。 

 

◆放送リスト 

加藤和樹（全 4 回） 

【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 

小野賢章（全 4 回） 

【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 

KENN（全３回） 

【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 

神尾晋一郎（全４回） 

【神尾晋一郎 #1】魅惑の低音ボイス！ヒプマイ声優降臨！  

https://youtu.be/LDqoGY4HUI8 

緒方恵美（全 3 回） 

【緒方恵美 #1】レジェンド声優登場！エヴァ、セーラームーン、花子くんなど、数多の出演作品

は世界中で大人気！ https://youtu.be/YSe_eUbcdXw  

小澤廉（全４回） 

【小澤廉 #1】あんステやおそ松さんの舞台、A3!では声優としても大人気の 2.5 次元俳優が

登場！ https://youtu.be/kmFkbS9Y5wQ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/c/ImSoraProject
https://youtu.be/4KYnwLx3qlE
https://youtu.be/9mAQHZK6sbo
https://youtu.be/q1br9gqKIPk
https://youtu.be/LDqoGY4HUI8
https://youtu.be/YSe_eUbcdXw
https://youtu.be/kmFkbS9Y5wQ
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■バイリンガル VTuber「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 2020 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。 

 

■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/ 

【紹介動画】https://youtu.be/Vxkr82QiuwU 

【楽曲情報】 

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

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

 

【コピーライト】©CYBIRD 

 

 

 

 

 

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

