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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 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、ゲスト第 21 弾として声優とアイドルの活動を両立するハイブリッドユニット「i☆

Ris」の芹澤 優さん、茜屋 日海夏さん、若井 友希さんの出演が決定しました。「i☆Ris」の放送回は、

8 月 22 日（日）より配信予定です。 

 また、7 月 11 日（日）からは速水 奨さんの放送回を配信します。 

 
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、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、ゲス

トの話題を掘り下げ、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。 

 

■「i☆Ris」の芹澤 優さん、茜屋 日海夏さん、若井 友希さんの出演決定＆番組用質問募集中！ 

「Sora’s Senpai Club」の第 21 弾ゲストに、大人気声優アイドル「i☆Ris」より芹澤 優さん、茜屋 

日海夏さん、若井 友希さんの出演が決定しました。  

 「アイムソラ」の公式 Twitter（https://twitter.com/imsora_desu）では、番組第 2 部内の企

画「Notice Me Senpai Gacha」用に、芹澤 優さん、茜屋 日海夏さん、若井 友希さん宛の質問を

募集しています。頂いた質問は、番組内の「ガチャマシーン」にてランダムで選ばれて、ゲストに答えて頂き

ます。 

 

質問募集ツイート：https://twitter.com/imsora_desu/status/1413363809629065218 

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」 

「i☆Ris」芹澤 優、若井 友希、茜屋 日海夏の出演決定！ 

～第 19 弾ゲスト Senpai 速水 奨の放送回配信間近!～ 

https://twitter.com/imsora_desu
https://twitter.com/imsora_desu/status/1413363809629065218
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■速水 奨さんの放送回が 7 月 11 日（日）22 時よりスタート！ 

7 月 11 日（日）22 時より、声優・速水 奨さんの放送回がスタートします。番組史上最長のキャリ

アを持つレジェンド声優からは、1980 年代以降の声優・アニメ市場の変化に関するお話や、自身も市

場拡大の第一人者となっている声優イベントのお話など、貴重なお話が満載。また、番組初の企画とし

て、ファンからの動画による質問についても回答頂きました。 

更に、第 3 部ではさすがと言わざるを得ない貴重な演技レッスンも！そして、「アイムソラ」の公式

Twitter では、「アイムソラ」と速水 奨さんの【連名サイン色紙】プレゼントも実施予定です。  

 
 

■声優・濱 健人さんサイン色紙プレゼントキャンペーン実施中！ 

第 18 弾のゲスト Senpai（先輩）として番組出演中の濱 健人さんの最終話が、7 月 4 日（日）

より配信中です。『A3!』や『刀剣乱舞』など、多数の人気作品で様々な役柄を演じる濱 健人さんと「ア

イムソラ」による、無茶ぶり朗読劇は必見です。 

また、番組の企画として、7 月 10 日（土）23 時まで、「アイムソラ」と濱 健人さんの【連名サイン色

紙】プレゼントキャンペーンを実施中です。 

 

◆濱 健人さん 第 1 話： 

https://youtu.be/4ZfpsC9nNDs 

◆濱 健人 Senpai（先輩）【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： 

https://twitter.com/imsora_desu/status/1411678684994424840 

 

https://youtu.be/4ZfpsC9nNDs
https://twitter.com/imsora_desu/status/1411678684994424840
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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、世界向け

映像番組です。日本のエンターテインメント業界の第

一線で活躍する声優・俳優・アーティストらを「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 恵美さんをはじ

めとする豪華声優陣の他、GARNiDELiA、May’n さん、倖田 來未さんといった日本の音楽界を代表

するアーティストも迎えています。 

 

 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） 

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） 

速水 奨さん  ：7 月 11 日（日）、7 月 18 日（日）、 7 月 25 日（日）  

逢坂 良太さん：8 月 1 日（日）、8 月 8 日（日）、8 月 15 日（日）  

i☆RiS      ：8 月 22 日（日）、8 月 29 日（日）、9 月 5 日（日）  

 

◆放送リスト（一部） 

倖田 來未 

【倖田來未 #1】祝 20 周年！トーク炸裂！デビュー時の苦悩から成功まで道のりを深堀り！ 

https://youtu.be/h29mg6fdOmQ  

May’n  

May'n 登場！『マクロス F』の「シェリル」役はどう掴んだのか！？15 周年、おめでとうございます！

https://youtu.be/epzX5iwTiFc  

立花 慎之介 

立花 慎之介さん登場！ゲーム大好き少年が、声優、そして CEO になった波乱万丈の道のりと

は！？https://youtu.be/O6vwyGuPh2k 

 

https://www.youtube.com/c/ImSoraProject
https://youtu.be/h29mg6fdOmQ
https://youtu.be/epzX5iwTiFc
https://youtu.be/O6vwyGuPh2k
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廣瀬 大介 

『A3!』「三角」役、廣瀬 大介さん！役者を辞めようと思ったときに、『A3!』が決まった！？

https://youtu.be/R_6CZJrfk1A  

柿原 徹也 

帰国子女柿原 徹也さん、声優を目指した熱量がケタ違い！国をまたいで何かしたい方必見！ 

https://youtu.be/SHU4X0be3Mg  

 

■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。 

 

 

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。 

 

 

 

■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/）  

▲イベント「C3 AFA Singapore 2019」 

（シンガポール）でのステージの様子。 

 

https://youtu.be/R_6CZJrfk1A
https://youtu.be/SHU4X0be3Mg
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
https://www.cybird.co.jp/
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 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 

 


