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Are you a thinking reed ?
みなさんは、
「アイドル」
と聞いてどのようなことを思い浮かべますか？
歌って、踊る、キラキラした人たち？
多くの人に希望や夢を与える職業？ 誰もが憧れる人気者？
今やこのアイドル業界は、同じような夢を見る
イミテーションが溢れ返った飽和状態となっています。
これはエンタメ業界の危機、だと思いませんか？
そこで我ら天霧プロダクションが打ち出したのが
ハナドール

「華人形プロジェクト」
人体に
「特殊な花の種」
を埋め込み、その成長に合わせ
人の潜在能力を最大限まで引き出す医療技術により、
高い才能を持った
「完璧」に近いアイドルを人工的に生み出すプロジェクトです。
簡単に言えば、人体の極限 を目指すために、
少々身体を改造されたアイドル、
といったところでしょうか。
厳しいオーディションとレッスンを勝ち抜き、その人生と引き換えに
自らの
「華」
を得たアイドルたち。
様々な想いや目的、覚悟を抱えながらも純粋な夢を求めて足を踏み入れた
この残酷で美しい世界は、彼らにどのような真実を見せるのでしょうか？

ハ ナドー ル

『華Doll*』
彼らは
「人間」
か、
「人形」
か？

天霧プロダクション
ハナドール

「華人形プロジェクト」の立ち上げを行った天霧プロ
ダクションは、アイドル養成所を保有する大手芸能事
務所。プロダクションのロゴは、主にレオナルド・ダ・
ヴィンチが描いたとされる「ウィトルウィウス的人体
図」を模している。
あまぎり はじめ

創業者であり現代表取締役社長は天霧 一。規律や
ルールに厳しいプロダクションとしても有名であり、
所属する全タレントやアイドルたちにはプロダクショ
ンカーストが適用され、カースト間では明確な 上下
関係 や権利、活動制限が設定されている。規律に
反した者には容赦ないカースト降格や契約解除が
言い渡される。

ハナドール

華人形プロジェクト（HANA-Doll Projecｔ）
ハナドール

【華人形プロジェクト】
は、
『完璧』
なアイドルを創り上げることを目的に、天霧プロダクションが取り組んで
いるプロジェクト。
最先端の医療技術を駆使し、人間の体内に
「特殊な花の種」
を埋め込む。
種の作用によって通常は抑制されている脳機能のリミッターが外され、人が本来持つ潜在能力を最大限まで開放す
ることができるという理論の元、高い身体能力と才能を持ち、観客が求めるものを永遠に提供できるようなアイドルを
目指した人体改造実験と研究が行われている。
現在、プロジェクトに所属しているアイドルユニットは
「Anthos*（アントス）」
と
「Loulou*di（ルルディ）」
。
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現在、公にされている 種 の詳細は以下である。

なカプセルを埋め込む。 種 は身体に働きかけを行
い、その人物の持つ潜在能力を極限まで引き出す。
身体に埋め込まれた 種 にはその人物の記憶や遺伝
子が記録されていく。
種 の成長は、主にその人物の感情に左右される。
その人物がアイドルとしての活動を行い自分自身が成
長すると共に、またファンからの声援やプラスの感情を

真実 か？

ハナドール

【華人形プロジェクト】
では、人体に植物の種状の特殊

果 たしてすべて

埋め込まれた種

もらうことによって 種 は成長する。
種 は、やがて花を咲かせる。開花すると身体のどこかに花の色のマークが現れる。
種 は、カプセル状態ではどのような花が咲くか不明である。その人物の体内に馴染んだ時点で、
ようやく花の種類が判明する。
種 を埋め込んだ瞬間、副作用として髪色や瞳の色が変わるなど、花の種類に合わせて見た目が
変化することもある。

プロジェクト所属アイドル
プロジェクトに所属するアイドルには、普通科の天霧プロダクショ
ン所属タレントやアイドルたちとは別に、さまざまなルールや決まり
が適用されている。

24時間監視管理される衣食住、寮生活をするアイドルたち
種 にはGPS機能もついており、一度プロジェクトに参加した
人物は、プロジェクトの管理下で生活することとなる。
参加者はプロダクションに併設された寮で暮らし、毎日、脳波測
定、健康診断などが行われる。これらの健康管理は全て、最新技
術を搭載したマスコットアンドロイドPLANTs
（プランツ）
が行う。

スタークラスユニット｜Loulou*di
Loulou*diは、天霧プロダクションSSクラス練習生であった、烏麻亜蝶、氷薙ルイ、雨宮快斗（あめみやかいと）
の3人組グ
ループで、烏麻亜蝶を絶対的センターとした人気アイドルだったが、雨宮快斗の脱退により一時活動休止となっていた。現
在は、新たなメンバーとして櫻井閧が加入し、新生「Loulou*di」
として活動を再開している。不動のセンター烏麻亜蝶の名
前にもある蝶をモチーフとし、Loulou*diというユニットが持つシックで耽美な印象を表現したユニットロゴが特徴。
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アイドルを応援する/ジャッジするファンたち
アイドルたちの体内にある花は、果たして安全なものなのだろうか？
自然に逆らう行為の向こうに、どのような真実があるのだろうか？
ハナドール

ハナドール

『華Doll*の世界（通称：華Doll*Universe）』
を覗く、あなた
（ファン）
は、
アイドルたちにどのような作用を及ぼすのだろうか。

=Loumiel=
「Loumiel（ルミエル）」
とは、Loulou*diの
「Lou」
とフランス語で蜜を表す
「miel」からなるオリジナルワード。フランス語で光
を表す
「Lumière」
と音が似たワードとなっている。初期のユニット始動時から変わらずLoulou*diのファンの総称でもあり、
公式ファンダム名である。
「Anthos*」
の公式ファンダム名は
「Antholic（アントリック）」。

あなたは彼らをアイドルと見るのか、
ひとりの人間と見るのか？
アイドルたちの純粋な夢や希望を応援し、彼らの華の糧となる。
アイドルたちの抱える真実を考察や謎解きから読み取り、隠さ
れた根幹に近づく。
ファンダムの１人 となるか 考える葦 となるかはあなた次第。
ハナドール

どちらも正しい
『華Doll*』
の楽しみ方である。

様々な場所にちりばめられるのは
真実 へのヒント
考える葦 には、公式から出されるCD
アルバムやMV、彼らが息づくTwitter
やSNSの中に巧妙に隠された様々な
伏線や謎をぜひ探してもらいたい。
それらを解くことによって、アイドルたち
の秘密や過去、不穏なメッセージが浮
かび上がるのがわかるだろうか？

さあ、扉は開かれた。
ハ ナドー ル

ようこそ、華Doll*の世界へ。
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烏麻 亜蝶

豊永利行

cv.

KARASUMA AGEHA
Birthday : 11/19
Age : 24
Height : 177cm
Blood type : AB
Image color : Black
FlowerMark : クロホウシ
（アエオニウム）
Mark : 脇腹
Hobby or Speciality : 演技、人間観察

｜Personality｜
「Loulou*di」のセンター兼リーダー。
「完璧」にこだわり、何事も1番でないと
気がすまない性格で、アイドルとしての
自分に誇りを持っている。漆黒の美し
い見た目に独特のオーラを放ってお
り、どこか浮世離れした近寄りがたさ、
孤高の大物感がある。レジェンドクラス
アイドルだったChiHEROを尊敬し、崇
拝しており、彼のようなアイドルを目指し
ている。
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烏麻 亜蝶

豊永利行

cv.

KARASUMA AGEHA
Like : 人間観察、映画鑑賞
全て自分が完璧なアイドルとなるための

｜

Important persons
excluding Loulou*di

｜

スキルを磨くためのものとして好んでいる。
天霧 一
Ｗｅａｋ point : 自身の華『アエオニウム』

ChiHERO（天霧智紘）

高貴で強く気高い華が咲くと

Anthos*結城眞紘（天霧眞紘）

思っていたため、弱く脆い性質の

Anthos*八代刹那

華が咲いたことを悔やんでいる。
自分の才能を見出してくれた赤の他人
｜Background｜
政治家の息子。厳格な父母の下、常に
一番を求められ育てられてきたため、
「完璧」
への執着が人一倍ある。家族関
係はうまくいっておらず、強く反発してお
り、父がプロダクションへ贈った大金を
躊躇なくすべて燃やしたことも。
「Loulou*di」
をトップに押し上げるた
めなら自身を含めたどのような犠牲もい

である天霧 一を父親のように慕う。
自殺した天霧プロダクション所属の元
トップアイドル ChiHERO に今でも憧
れを抱き、彼の実弟である
「Anthos*」
のセンター・結城眞紘には強い感情を
向けている。
眞紘の情報は養成所からの顔見知りで
ある八 代 刹 那 から得ているようだ が
……？

とわない、感情的で人間らしい性格の
持ち主。
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氷薙 ルイ

武内駿輔

cv.

HINAGI RUI
Birthday : 12/ 27
Age : 26
Height : 184cm
Blood type : Image color : Silver
FlowerMark : グレーシャス・グレイ
（バラ）
Mark : 左足
Hobby or Speciality : アロマ・芸術鑑賞
｜Personality｜
「Loulou*di」の初期メンバーで、亜蝶
とは練習生時代からの付き合い。背が
高く体格が良いため威圧感があるが、
性格は物静かで無口。よく動物に好か
れる。亜蝶といるとき以外は静かな場所
に一人でいることが好きで、よく美術館
や博物館で目撃されている。
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氷薙 ルイ

武内駿輔

cv.

HINAGI RUI
Like : アロマ・芸術鑑賞
過去にカウンセラーより精神療法として
勧められてから趣味となった。
Ｗｅａｋ point :
人の感情を読むこと、感情的になること

｜Background｜
父母、弟たちと共に平凡な家庭で育つ。
幼い頃より無気力で無関心、感情が乏
しいことを心配した家族の勧めで専門

｜

Important persons
excluding Loulou*di

｜

Anthos* 影河凌駕
Anthos* 結城眞紘（天霧眞紘）
影河凌駕からは、ユニットのセンターで
ある亜蝶を大事にする姿にシンパシー
を感じられている。
亜蝶のさまざまな感情を独占する結城眞
紘の存在を羨ましく思うことも。

医に通っていたが、カウンセラーからの
「何か熱を注げるものを探してみたらどう
か？」
という助言をきっかけに天霧プロ
ダクションの養成所に入所。
入所後、烏麻亜蝶と出会い、彼の情熱
や完璧への強い執念に触れたことで自
身の感情の揺らぎをはじめて感じ、興味
を持つ。

ARTIST PROFILES｜ 00９

櫻井 鬨

山下大輝

cv.

SAKURAI TOKI
Birthday : 3/19
Age : 19
Height : 166cm
Blood type : B
Image color : Pink
FlowerMark : 桜
Mark : 右足
Hobby or Speciality : 読書・カフェめぐり
｜Personality｜
無邪気で少し我儘な
「Loulou*di」の
末っ子。甘いものや可愛いものが好き
で、オフの日に可愛いカフェで読書をす
ることが趣味。目立ちたがりで、負けず
嫌いな一面があり、見た目のイメージ
に反してよく毒を吐くことも。亜蝶やルイ
を絶対視しており、崇拝している。
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櫻井 鬨

山下大輝

cv.

SAKURAI TOKI
Like : 読書、カフェ巡り、ぬいぐるみのリメイク
絵本をよく読み、カフェ巡りで
可愛いお菓子を食べるのも好む。
ぬいぐるみを自分でリメイクして好みの形に
作り変えるのが得意だが、いつも持っている
大切なクマのぬいぐるみだけは
古くくたびれたままの形を保っている。
Ｗｅａｋ point : 辛いもの、痛いもの
過去のトラウマにつながるような出来事には

｜

Important person
excluding Loulou*di

｜

Anthos* 清瀬陽汰
清 瀬 陽 汰とは同じ孤 児 院の出 身で、
「鬨」
「ハル兄」
と呼び合う親友関係だっ
たが、あることをきっかけに強い憎しみ
を向けるようになる。

敏感に反応し、感情的になることも。
｜Background｜
孤児院にいた頃から足が悪く、車いす
生活をしていたところを裕福な夫婦に引
き取られる。しかしその夫婦は代理ミュ
ンヒハウゼン症候群を患っており、病気
の足はおろか幸福な生活とは真逆の環
境で育ったため、今も心の奥底には大き
なトラウマを抱えている。防衛本能から
表向きは気の強い部分を見せるが、孤
児院にいた頃は大人しく心優しい少年
だった。
ARTIST PROFILES｜ 011

Loulou*di 3rd season 1st Album

天霧プロダクション公式
YouTubeチャンネルより
Loulou*di最新MVについてご紹介

華Doll* 3rd season
THINK OF ME：MONO

『Perfect Pride』
Music and Lyrics and Arranged by はまたけし
Acoustic Guitar：Ender Mogollón
Electric Guitar：Lautaro Camacho
Acoustic Drums：Nicola Pillai
Timpani and Glockenspiel：Daniela Camelo
Violin：Douglas Dyer
Viola：Jaime Cabrera
Violoncello：Daniel González
Programming：はまたけし
Mixing：手塚雅夫

ファンタジーとリアルが織り交ざった
壮大な物語を紡ぐ映像。
崩壊した人形工場、色の消えてしまった地を
ゆっくりと歩く3人の足元には罪の鎖。
生命が消えた世界から危険を冒して過去に戻り、
小さな希望を持ち帰った3人の目的とは？
ラストに隠された意味深な演出にも注目です。
天霧プロダクション
公式YouTubeチャンネル

012 ｜OFFICIAL Music Video

IN FO RM ATIO N

天霧プロダクション
天霧プロダクションが手がける「華Doll*」プロジェクトで
は、公式 WEB・各種SNSならびに特別冊子にてファンの
皆様に最新情報をお届けしております。

hana-doll.com
「華Doll*」最 新 情 報、所 属タレント
プロフィール、楽曲アーカイブなど
を掲載しています。

@Amagiri ̲ Prod

@amagiri ̲ production

@amagiri ̲ production


所属アーティストやキャラクターブランドの最新情報を発信しています。

公式Twitter｜@Anthos̲twt

公式Twitter｜@LouloudiFandom

       

ORIGINAL BOOKLET
「華Doll*」
プロジェクト発表時から定
期的に発行している冊子。プロジェ
クトの基本情報、楽曲情報、冊子特
別企画など内容は様々。現在［Vol.1］
から［Vol.13］
までを発行。天霧プロ
ダクション公式WEBで電子版も随時
配信中。

天霧プロダクション公式WEB
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公式Twitter｜@AnthoZoo̲twt

THINK OF ME :MONO
『Perfect Pride』

華Doll* 3rd season

 


Price ￥3,300
（tax in）

《STAFF》
Author/Producer：R /0（AIЯRIDE RECORDS.）
Character Design：篁 ふみ
Scenario：関 涼子
Record Producer：Yuma.（AIЯRIDE RECORDS.）
Record label：AIЯRIDE RECORDS.

《CAST》
烏麻亜蝶（CV：豊永利行）
氷薙ルイ（CV：武内駿輔）
櫻井 鬨（CV：山下大輝）
and more…

華Doll

Ⓒ2019HANA-Doll

Music and Lyrics and Arranged by はまたけし
Acoustic Guitar：Ender Mogollón
Electric Guitar：Lautaro Camacho
Acoustic Drums：Nicola Pillai
Timpani and Glockenspiel：Daniela Camelo
Violin：Douglas Dyer
Viola：Jaime Cabrera
Violoncello：Daniel González
Programming：はまたけし
Mixing：手塚雅夫

『Abortive Flower』
Music and Lyrics and Arranged by はまたけし
Flute：Miguel Vargas
Oboe：Dan Waldron
Clarinet：Sasko Temelkoski
Bassoon：Javier Cereceda
Trumpet：João Sousa
Horn：Isabelle Menegasse
Harp：Alice Roberts
Percussions：Larry Salzman
Brush Snare Drum：Dimitris Terpizis
Violins：Wellington Rebouças, Renan Andrade,
Ana Paula Eloi and Leticia Andrade
Violas：Igor Borges and Guilherme Bomfim
Violoncellos：Thiago Faria and Rafaducelli
Contrabass：Julio Nogueira
Programming：はまたけし
Mixing：手塚雅夫

華Doll* スペシャルブックレット Vol.13

とは ＝

＝
ハ ナドー ル

「華Doll*」
はアイドルたちのユニット楽曲と
彼らの活動を記録するドラマパートが収録されたドラマCDシリーズコンテンツです。
従来の
「アイドル」
というイメージを違った視点から切り、
タブーとも取れるテーマに
あえて踏み込んだ 知的興奮型コンテンツ 。
アイドルを夢見る少年たちの成長と人生を描いたストーリーやMVを追っていくと、様々な伏線や
裏設定に繋がるメッセージを見つけられるかもしれません。

2022.9.15 発行

彼らのファンとして、本作品が提供するコンテンツをそのままお楽しみいただくか、
作品の奥深いテーマまで辿り着くために考察するかはあなた次第。
様々な知識、
そして
「聴く×見る×考える」力を使うことにより、
この作品の秘められた本心に近づいたとき、
あなたはどのような選択をしますか？

発行元●株式会社ムービック

見えているものだけが、真実ですか？
それは本当に
「あなたの答え」
ですか？
この招待状を受け取るかはあなた次第。
我々は常に問いかけます。

〒170 - 0013 東京都豊島区東池袋 1-18 -1 Hareza Tower 27F

Are you a thinking reed?
（あなたは考える葦ですか？）

CD series 3rd season title visual

Ⓒ2019HANA-Doll

天霧プロダクション

www.hana-doll.com

【Character design】 悌太｜Anthos*

@Amagiri ̲ Prod

@amagiri ̲ production

篁 ふみ ｜Loulou*di
無断転載禁止

※掲載の内容は2022年9月時点の情報です。

Anthos* 3rdシーズン新アルバム
「THINK OF ME：TELL」発売決定！

