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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」）のバイリンガル Vtuber「アイムソラ」が、11 月 7 日（土）～8 日（日）に東京・池袋駅東口

周辺にて開催される「AGF（アニメイトガールズフェスティバル）あおぞらマルシェ in 池袋サンシャインシテ

ィ」に初出展！ ブース（番号：40）の詳細を発表します。 

また、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による、楽曲第三弾の制作も決定し

ました。 

 
声優・アーティストなど各分野のエンターテイナーをゲストの「Senpai（先輩）」として番組に招き、全世

界に向けて発信する YouTube のトークバラエティ番組「Sora’s Senpai Club」。 

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、トークを通じて急成長しているのが、番組 MC を務めるバイリンガル

Vtuber「アイムソラ」です。 

 

 

■初の CD の無料配布＆限定フライヤーをご用意！ 

初の AGF 出展となる「アイムソラ」／I’m Sora Project のブース（番号：40）では、CD 化の要望

が多数あった、「アイムソラ」が歌唱する番組主題歌が収録された CD の無料配布や、過去ゲスト

Senpai（先輩）の名言の入った限定フライヤーの配布などが行われます。 

バイリンガル Vtuber「アイムソラ」 

「AGF あおぞらマルシェ」出展詳細解禁＆新曲制作決定！ 

～初の CD の無料配布や限定フライヤーも～ 
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◆2 種類のシングル CD の配布 

番組主題歌の「Step by step」と「Around SORA」の 2 種類のシングル CD の無料配布を行いま

す。ランダム配布となるので、お客様はどちらか選ぶことはできません。 

2 種類とも、新規イラストの使用となり、「AGF あおぞらマルシェ」での配布しか行わない限定 CD となり

ます。 

 
 

 

◆限定フライヤーが登場！ 

「Sora’s Senpai Club」の番組内にて、各ゲスト Senpai（先輩）に話していただいた「夢を追いか

けるための応援メッセージ」と、見所の振り返ることができる限定フライヤーをご用意。CD と同様に、「AGF

あおぞらマルシェ」ででしか入手できない貴重なアイテムとなります。 

また、「イケメンシリーズ」、「アイムソラ」、「スパイ百貨店」に加え、今後リリース予定の新規 IP も掲載さ

れたサイバードコンテンツの合同冊子も配布いたします。 
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◆立ち絵パネル展示！「スパイ百貨店」とコラボ！ 

ブースでは、「アイムソラ」のパネルも展示します。また、サイバードが放つ女性向けコンテンツ「スパイ百貨

店」から、11 月 13 日（金）22 時より「Sora’s Senpai Club」に出演する佐香智久さん演じる「ヒ

カリ」のパネルも展示します。一緒に写真を撮ってぜひ AGF 記念の１枚に。 

※配布物は数がなくなり次第終了となります。 

※配布物や展示内容は変更になる可能性があります。 

 

 

■「AGF あおぞらマルシェ in 池袋サンシャインシティ」開催概要 

開催日程：2020 年 11 月 7 日（土）・8 日（日） 10:00 ～ 18:30 

開催場所：池袋サンシャインシティ 東京都豊島区東池袋 3-1 

【屋内：企業出展エリア】文化会館ビル 2F 展示ホール D 

【屋内：受付・整列エリア】文化会館ビル 3F 展示ホール C 

URL：  https://www.animate.co.jp/special/358194/ 

 ※入場無料・完全抽選制のイベントとなっております。 

※池袋サンシャインシティ会場への入場には事前抽選が必要となります。(お申し込みは終了しました) 

 

 

■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。 

https://www.animate.co.jp/special/358194/
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■「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。 

 

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 

 

https://www.youtube.com/c/ImSoraProject
https://youtu.be/4KYnwLx3qlE
https://youtu.be/9mAQHZK6sbo
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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 

 

■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 

 

 

■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 
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