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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。

プレデビュークラスユニット｜Anthos
「Anthos（アントス／プレデビュー時「Anthos」）」
は、元々天霧プロダクションの練習生だったメンバーと社長の天霧 一が自
らスカウトしたメンバーで結成されたボーイズグループ。
「プレデビュー」枠として活動をスタートしたが、初期メンバーの6人全
員開花後、非公開メンバーだった八代刹那を新たに迎えた7人組グループとして2020年に正式デビューした。プレデビュー時
代はユニットロゴから芽が出ていたが、正式デビュー後は華が咲いた形となり、それぞれの開花を祝う意味と共にその形はア
ルファベット小文字の
「lic」
とハートを模して、Anthos のファンダム
「Antholic」に寄りそう存在になる願いが込められている。
004 ｜ABOUT THE HANA-Doll Project

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。

= Antholic=
「Antholic（アントリック）」とは、
「Anthos＋Holic」からなるオリジナルワード。ファンの心に近く、親近感が湧くようなイメー
ジをユニットコンセプトとするAnthos のファンの総称であり、公式ファンダム名となる。
「Loulou di」の公式ファンダム名
は
「Loumiel（ルミエル）」。

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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結城 眞紘

山下誠一郎

cv.

YUKI MAHIRO
Birthday : 4/4
Age : 21
Height : 174cm
Blood type : O
Image color : Red
In charge : 笑顔担当
FlowerMark : アネモネ
Mark : 首
Hobby or Speciality : 時代劇、料理

｜Personality｜
まっすぐでしっかり者だけれど、どこか抜
けている性格で、甘え上手なみんなの愛
され弟分。嫌なことがあっても基本寝る
か食べるかすればすぐ忘れるポジティブ
さを持つ。とにかく純粋で、人をあまり疑
わず、メンバーのことが大好き。見た目
に気を遣わず、私服が超絶ダサかった
ため、今は見かねたメンバーたちからも
らったお下がりを着ているとのこと。
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結城 眞紘

山下誠一郎

cv.

YUKI MAHIRO
｜Background｜

Like : 時代劇、料理、映画鑑賞

天霧 一の実子。かつてのトップアイドル

幼い頃から正義の味方・ヒーローに

ChiHERO(本名：天霧智紘)は実の

憧れて映像作品をよく観ていた。

兄。元・天霧プロダクションの養成所練

母は眞紘が幼い頃に他界。

習生。幼い頃より父からは「出来損な

父・天霧 一は家を空けることが多く、

い」
と冷遇され、兄とはお互い生涯孤独

兄の智紘は全く家事ができない上に

にならないようにと支え合って生きてきた

アイドル活動で多忙だったため、料理を

が、ある日、突然の兄の訃報に独りに

含めた家事はすべて眞紘に任されていた。

なってしまう。智紘の死をきっかけに兄と
約束した アイドル になるため「華人形

Ｗｅａｋ point : Anthos＊メンバー

プロジェクト」
のオーディションに参加。

母や兄を亡くしたことがトラウマと

兄 の 死 の 真 相を 突き止 めるた め に

なっており、 大切な人 を失うことに敏感。

Anthos＊となった。

家族であり、大切なAnthos＊を守るためなら
どんな自己犠牲も厭わないと固く誓っている。

｜

Important persons
excluding Anthos

｜

天霧 一
ChiHERO（天霧智紘）

ARTIST PROFILES｜ 007

影河 凌駕

濱野大輝

cv.

KAGEKAWA RYOGA
Birthday : 8/31
Age : 27
Height : 183cm
Blood type : A
Image color : Green
In charge : 筋肉担当
FlowerMark : クローバー
Mark : 右腕
Hobby or Speciality : カメラ、筋トレ

｜Personality｜
Anthos＊のお母さん兼お父さん。
メンバー内最年長で、時に厳しく、時に
優しくAnthos ＊を支える幹のような存
在。筋肉美は、
メンバー全員の憧れ。
見た目に反して意外と涙もろく、抱き枕
がないと寝れないなどの繊細な一面も
ある。最近の悩みは足のサイズが大き
すぎて靴が無いこと。
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影河 凌駕

濱野大輝

cv.

KAGEKAWA RYOGA
Like : カメラ・筋トレ

｜Background｜
天霧プロダクションと取引をしていた製

風景を撮影するのが好きで、

薬会社の元・社員。結城眞紘の兄・智

オフの日はよく山や川に行っている。

紘とは同級生で友人であり、短期間だ

人物はあまり撮らない。

け天霧プロダクション養成所で練習生

筋トレは練習生時代からの趣味。

をしていた過去を持つ。智紘の死を知
り、その真相を暴くために「華人形プロ

Ｗｅａｋ point : 結城眞紘（天霧眞紘）

ジェクト」に参加。天霧 一とは裏で繋

かつての親友・天霧智紘を亡くし、

がっており、開花前にはメンバーたちの

もう過去の過ちを繰り返さないと

動向を監視・報告していた。現在は内

誓った凌駕にとって、今の

偵の役割を放棄し、眞紘と協力してプロ

ソウルメイトである結城眞紘を

ジェクトの真相を探っているが、天霧 一

失うことが一番の恐怖となっている。

には
「まだ君には重要な役割が残ってい
る」
と言われている。

｜

Important persons
excluding Anthos

｜

天霧 一
ChiHERO（天霧智紘）

ARTIST PROFILES｜ 00９

八代 刹那

堀江 瞬

cv.

YASHIRO SETSUNA
Birthday : 2/26
Age : 25
Height : 178cm
Blood type : Image color : White
In charge : マイペース担当
FlowerMark : スノードロップ
Mark : 腰
Hobby or Speciality : ガーデニング

｜Personality｜
Anthos＊の正式デビューと共に発表さ
れた非公開メンバー。独特のオーラを
持っていて、ミステリアスでマイペース。
普段は大人しい性格でボーっとしている
か寝ていることが多く、自分が興味のあ
るもの以外には無関心。ただし、ステー
ジやアイドルの仕事をするときには急に
テンションが上がることも。植物を育て
ることが好きで、名前を付けて大事に育
てている。
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八代 刹那

堀江 瞬

cv.

YASHIRO SETSUNA
Like : ガーデニング

｜Background｜
天霧プロダクションのトップクラス練習

気に入った植物には

生だったが、Anthos＊正式デビューに

名前を付けて育てているらしい。

合わせて非公開メンバーとして加入する
ことに。Loulou ＊diの烏麻亜蝶、氷薙

Ｗｅａｋ point : 感情・結城眞紘

ルイとは養成所で同じクラスだったため

才能に恵まれており、

顔見知り。不思議なオーラをまとってお

なんでもすぐできる天才肌の反面、

り謎が多く掴みどころがないため、周り

感情や経験が乏しく周囲からの影響で

から勘繰られることもあるが、根は自分に

学習をしている素振りが見える。

正直で純粋な人物。烏麻亜蝶とは頻繁

結城眞紘には特別な感情を

に連絡を取っているがAnthos＊や結城

向けているようだが…。

眞紘の情報を聞き出されていることに本
人は疑問を持っている。

｜

Important person
excluding Anthos

｜

烏麻亜蝶

ARTIST PROFILES｜ 011

灯堂 理人

伊東健人

cv.

TOUDO LIHITO
Birthday : 9/16
Age : 25
Height : 179cm
Blood type : AB
Image color : Purple
In charge : 歌声担当
FlowerMark : リンドウ
Mark : 背中
Hobby or Speciality : 読書、武道
（居合道）

｜Personality｜
クールで毒舌、ストイックな性格のため
冷たい印象をもたれがちだが、なんだ
かんだ面倒見が良く頼れる存在。面倒く
さがりの省エネ型だが、頭には大変カ
ロリーをかける頭脳派。ロマンチストだ
が実はシャイで人見知り。アートに興味
があり、Anthos＊の広報やグッズデザ
インなどに携わる時もある。
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灯堂 理人

伊東健人

cv.

TOUDO LIHITO
Like : 読書・居合道

｜Background｜
元モデル。自分にとって 唯一無二の

知識は最大の武器である と信じ、

愛 を探していた中、養父・灯堂彼方の

様々な本から知識を得ることが

部屋で見つけたオーディション名簿の

いつからか趣味となっていた。

「とある名前」が決め手となり、
「華人形

居合道は姿勢が良くなるよう、

プロジェクト」に参加。理性的な振る舞

学生時代に習った。

いを好むものの、本人はとても感情的で
少々気難しく思われることが多い。いつ

Ｗｅａｋ point : 祥來千勢

でも自分の考えを大事にしており、他人

最初は純粋な欲だった。

のことはあまり気にしていない。幼い頃

しかし長年探し求めたものを手に入れ、

養子として引き取られた際の実母との別

はじめての感情に触れた時、

れの記憶が、今でも脳裏にこびり付いて

彼の中で何かが変わる…。

いる。

｜

Important person
excluding Anthos

｜

灯堂彼方

ARTIST PROFILES｜ 013

チセ ︵祥來千勢︶

駒田 航

cv.

CHISE ( SHORAI CHITOSE )
Birthday : 1/2
Age : 23
Height : 181cm
Blood type : AB
Image color : Yellow
In charge : ビジュアル担当
FlowerMark : スイセン
Mark : 腹
Hobby or Speciality : ファッション、新しいもの

｜Personality｜
The マイペースな自由人。気を抜くと異
空間に魂が飛んでいる時がある。社交
的で天真爛漫であり、誰とでもすぐ仲良
くなれるフレンドリーなコミュニケーショ
ンお化け。モデル体型のメンバーも認
めるイケメンだが、自身のビジュアルに
自信を持ちすぎているナルシスト。方向
音痴ですぐ道に迷うおちゃめな一面も。
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チセ ︵祥來千勢︶

駒田 航

cv.

CHISE ( SHORAI CHITOSE )
｜Background｜

Like : ファッション・新しいもの

本名は 祥來千勢（しょうらい ちとせ）。

いつもカッコよくて可愛くなるように

幼い時から顔にあった大きな傷やシナ

自分を着飾ることが好き。

スタジア
（共感覚）の所為で、学生時代
にいじめにあっていた過去がある。種

Ｗｅａｋ point : 自分自身

を埋める前は引っ込み思案で引きこもり

種を埋めた副作用で見た目が変化したことで、

だったが、 チセ になったことでその性

トラウマであった顔の傷、

格は激変。種の副作用により顔の傷が

つらい過去から解放された。

消え、髪の色も黒髪から母親と同じ金髪

誰にでも愛される今の理想の姿に

に変化した。幼い頃自分の代わりに養

強く執着している。

子に出された兄に対してずっと罪悪感
を抱 いており、自 分 の せ いで不 幸 に
なった兄にはいつも幸せでいてほしいと
願っている。

｜

Important persons
excluding Anthos

｜

なし

ARTIST PROFILES｜015

如月 薫

土岐隼一

cv.

KISARAGI KAORU
Birthday : 2/7
Age : 21
Height : 178cm
Blood type : A
Image color : Blue
In charge : マイナスイオン担当
FlowerMark : ワスレナグサ
Mark : 左胸
Hobby or Speciality : お菓子作り、絵を描くこと

｜Personality｜
真面目で、努力家であり、誰に対しても
丁寧で紳士的な王子気質。その優しい
性格が災いして、様々なことに巻き込ま
れがち。大人びた性格のため、実年齢
よりも年上に見られてしまうことが悩み。
メンバーの中でも一番協調性があり、
Anthos ＊では縁の下の力持ち的存在
だが、その反面かなり天然な性格でも
ある癒し系。
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如月 薫

土岐隼一

cv.

KISARAGI KAORU
｜Background｜

Like : お菓子作り、絵を描くこと

家族構成は、父母姉。幼少期は身体が

甘いものに目がなく、実家にいた頃は

弱く、心臓の病気で入退院を繰り返して

母や姉とよくお菓子作りをしていた。

いた。完治後、家族の勧めで
「華人形

絵を描くことは幼い時からの趣味。

プロジェクト」
のオーディションを受けて
合格し、Anthos ＊ の一員となる。病院

Ｗｅａｋ point : 記憶・空腹

生活が長かったせいで同年代の友人

開花後の華の作用もあり、

がいなかったため、はじめてできた友人

空腹になりやすかったり記憶が

であり仲間であるAnthos ＊メンバーと

曖昧になる症状に悩まされている。

の関係をとても大事にしている。大人しく

果たして彼が見てきた思い出は、

儚げなイメージを持たれがちだが、芯

現実か？ 偽りか？

が強く、一度決めたことに対して頑固な
一面も。理人の養父である灯堂彼方
は、病院生活時代の主治医だった。

｜

Important person
excluding Anthos

｜

灯堂彼方

ARTIST PROFILES｜017

清瀬 陽汰

増田俊樹

cv.

KIYOSE HARUTA
Birthday : 6/5
Age : 20
Height : 166cm
Blood type : B
Image color : Orange
In charge : ムード担当
FlowerMark : マリーゴールド
Mark : 左腕
Hobby or Speciality : ゲーム、音楽を聴くこと

｜Personality｜
自他共に認めるAnthos＊のムードメー
カー。一番年下の愛嬌はありつつも男ら
しい性格で、マイペースな他のメンバー
のツッコミ役を担う苦労人な一面も。一
見お調子者に見えるが、周りをよく見れ
る気遣い上手。練習の鬼で、パフォーマ
ンスクオリティに対しては妥協をしない。
寂しがりやな一面もあり、ファンとの交
流をするためSNSによく出没する。

018｜ARTIST PROFILES

清瀬 陽汰

増田俊樹

cv.

KIYOSE HARUTA
｜Background｜

Like : ゲーム、音楽を聴くこと

幼い頃に父親に孤児院に預けられ、同

よく薫・眞紘・陽汰の弟チームで

じ境遇のたくさんの兄弟たちと育つ。院

ゲームをしている。

の先生や兄弟たちとの仲は良好で陽汰

音楽は様々なジャンルを聴くが、

自身は不幸な生い立ちとは思っていな

EDMやダンスナンバーがお気に入り。

いが、才能もお金もなく、頑張っても
「アイ
ドルになりたい」
という夢を叶えられない

Ｗｅａｋ point : アイドルとしての居場所

自分のことは嫌いだった。華やかな芸

幼い頃からの
「アイドルになりたい」

能界に憧れ、何度オーディションを受け

という夢をやっとの思いで叶えたため、

ても落ち続けていたところに、天霧プロ

その夢・Anthos＊としての居場所は二度と

ダクションからスカウトされ、Anthos＊の

手放したくないと思っている。

一員となる。活動休止前からLoulou＊
diの大ファン。新メンバーの櫻井 鬨と
は同じ孤児院出身で
「鬨」
「ハル兄」
と呼
び合う親友同士だった。

｜

Important person
excluding Anthos

｜

Loulou*di 櫻井 鬨

ARTIST PROFILES｜019

Anthos

3rd season 1st Album

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

華Doll* 3rd season
THINK OF ME：TELL

『TELL』
Music and Lyrics and Arranged by Leeep
Vocal Direction：Leeep

3rdシーズン１stアルバム
「TELL」。
伝えること をコンセプトに制作された
このアルバムの表題曲『TELL』
のMVでは、
様々な絵画や芸術作品が登場する。
受け手が制作者の意図を100%理解することが
できないアート作品と同様、人と人も
互いの間の壁を完全に超えることはできない。
この映像に隠された真意を、
あなたはどのように解釈するだろうか。

天霧プロダクション
公式YouTubeチャンネル

020｜OFFICIAL Music Video

Relationship chart
複雑に絡み合った「華Doll*」登場人物たちの関係性。
Anthos*メンバーを中心に現在の状況を記録しておく。

人物相関図

信頼
放って
おけない

同情？

兄弟

嫌いに
ならないで

警戒

天霧プロダクション創業者
代表取締役社長

利用

出来損ない

（ChiHERO）故人

かつての親友

敬愛

憎悪
顔見知り

養父子

会いたかった！

櫻井 鬨

絶対に後悔させる

氷薙ルイ

影河凌駕
清瀬陽汰

如月 薫

022｜Relationship chart

八代刹那

チセ︵祥來千勢︶

灯堂理人
元主治医

羨望
シンパシー

尊敬

烏麻亜蝶

結城眞紘

灯堂彼方

天霧家

実の兄弟・固い絆

親族関係
天霧プロダクション・医療棟

ハリー
可愛い♡

天霧智紘

天霧 一

疑心

ツッコミ
担当

チセ ︵祥來千勢︶

灯堂理人

影河凌駕

顔
い メ
痛 ダ
に ら
紘 た
眞 せ
さ

情報収集

社長・部下

兄弟

俺だけ
見ていて

戒
警

俺が守る
ソウルメイト

清瀬陽汰

ライバル

寮の同室

オレを頼って

八代刹那

一
番
好
き
落
ち
着
く

わたしを頼って

如月 薫

結城眞紘

同年

華Doll* 3rd season




Price ￥3,300
（tax in）

《STAFF》

Author/Producer：R /0（AIЯRIDE RECORDS.）
Character Design：悌太
Scenario：関 涼子
Record Producer：Yuma.（AIЯRIDE RECORDS.）
Record label：AIЯRIDE RECORDS.

『TELL』
Music and Lyrics and Arranged by Leeep

『Mirage In Mirage』
Lyrics by 坂井竜二
Music by zakbee, KAN TAKAHIKO
Arranged by KAN TAKAHIKO
Vocal Direction：zakbee

《CAST》
影河凌駕（CV：濱野大輝） 如月 薫（CV：土岐隼一）
八代刹那（CV：堀江 瞬） 結城眞紘（CV：山下誠一郎）
灯堂理人（CV：伊東健人） 清瀬陽汰（CV：増田俊樹）
チセ（CV：駒田 航）

華Doll

Ⓒ2019HANA-Doll

華Doll* スペシャルブックレット Vol.14

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。

2022.10.20 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
※掲載の内容は2022年10月時点の情報です。

Anthos＊デュエットシリーズ第二弾［CHISE＆HARUTA］発売決定！
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

