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Are you a thinking reed ?
華の業界の人気者、
「アイドル」。
それは多くの人に夢を与え、キラキラと輝く、誰もが憧れる職業。
しかし、そのアイドル業界は、今や多くのイミテーションが溢れ返り
飽和状態となっていた。

そんな中、ある芸能プロダクションが一つのプロジェクトを打ち出す。
ハナドール

「華人形プロジェクト」

それは「芸術」と「医療」の融合。
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。

この技術により、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ある。

そのプロジェクトに参加するため、多くの夢みる若者達が集った。
厳しいオーディションを勝ち抜き、過酷なレッスンを経て選ばれたのは、６人の少年。
彼らはそれぞれに抱えた「ある想い」を胸に、その世界に足を踏み入れた。

その人生と引き換えに「華」を得た少年達。
完璧な物など何一つない世界で、未熟な彼らに与えられた「選択」
彼らの行き着く先とは。

ハ ナ ド ー ル

『華Doll*』
それは「人間」か、
「人形」か。

天霧プロダクション
創業者であり現代表取締役社長の天霧 一が一代で築き上げた芸能プロダクションである。
現在では、業界で 5 本の指に入る大手プロダクションとして、その名を広く知られている。

【天霧プロダクションの戒律】
天霧プロダクションはアイドル養成所を保有するが、養成所であっても厳しいオーディションに合格した者し
か入所できず、しかも養成所生でも必ずデビューできるとは限らない。関係者によってスカウトをされる場合
もあるが、最終的には社長の一存で決まる。礼儀やルールに厳しいことでも知られ、所属アイドルには厳格な
規律が架せられる。規律を破ると、時には契約破棄なども通達される。そのため、メンバーの出入りが激しいユ
ニットも存在する。

【プロダクションカースト】
天霧プロダクションに所属するアイドルたちにはプロダクションカーストが存在する。カースト間では明確な
上下関係 が存在する。

★SS：レジェンドクラス ★ S：スタークラス ★ A：プレデビュークラス ★以下：デビュー前
カーストは個人のデビュー歴や芸歴を考慮しつつも、最終的には天霧社長自身が決定する。アイドルたちは
カーストに準じた権利や活動が設定されており、例えば「デビュー組」にはメディア露出・定期的な音楽活動な
どが与えられる。またキャリアを積み、カーストの序列が上がるにつれ、自分たちの要望を提案できるようにな
り、コンサートを演出・構成したり、自分たちで活動をプロデュースすることもできるようになる。
一方で、規律に反した者は容赦なくカーストを降格させられる。
こうした所属アイドルへの厳しさは、業界でも随一と言える。それでも、天霧プロダクションを目指す若者は少
なくない。
この天霧プロダクションにおいて、新たなアイドルの形を求めるプロジェクトが立ち上げられた。
それが【華人形プロジェクト】
（HANA-Doll Project）である。

HOW ABOUT HANA-Doll Project
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ハナドール

華人形プロジェクト

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。
大手医療研究所の協力のもと、脳科学やインプラント技術などの医療分野、さらに情報管理・解析
などのIT技術など様々な分野の最先端技術を駆使し人間の身体自体にアプローチ。通常は抑制され
ている脳機能のリミッターを外すことにより、人が本来持つ能力を開放していく。
こうして、リミッターを外した結果、高い身体能力を持ち、観客が求めるものを永遠に100％提供で
きるような存在となることを目指す。

ハナドール

【華人形プロジェクト 概要】
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もらうことに
よって成長する。
■“種”は、やがて花を咲かせる。開花すると身体のどこかに
花の色の模様が現れる。
■“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。
■“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。
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ハナドール

【華人形プロジェクトのアイドル】

『完璧』を目指すアイドル

最先端の技術を
駆使して生まれたアイドルたちは
どのような“花”を咲かせるのか……

【華人形プロジェクト】から誕生したアイドルは、天霧プロダクションでも正規ユニット排出プロジェ
クトというよりは、いわば「特別企画枠」で誕生したユニットである。ただし、特別扱いされるわけで
はなく、他の所属アイドルと同じく天霧プロダクションの制度・ルールは変わらず適応される。

2019年プレデビューを発表した「Anthos（アントス）」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 6人で結成されたボーイズグループである。
ユニット名は、
「花」を意味するギリシャ語に由来する。
華人形プロジェクトの中では、
【これから成長していくユニット】という意味で、最初から完全なデビューでは
なく、
「プレデビュー」枠として活動を開始した。
どこか非現実で手の届かない孤高の存在としてのアイドルユニットが多かった中、
「Anthos」はよりファンの心
に近く、親近感の湧くようなアイドルのイメージを含んでいるグループで、様々なジャンルを盛り込んだ音楽
と、メッセージ性を秘めた歌詞で魅せるパフォーマンスを特徴としている。

【ユニットロゴについて】
メンバー数と同じ文字数となる「Anthos」に、これから「華」が咲く願
いも込めて 芽 を添えられている。また、ファンに寄り添い笑顔にさ
せるような存在になる意味も込め、最後の「S」の部分は笑っている口
のような意匠となった。

HOW ABOUT HANA-Doll Project
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影河 凌駕
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Private question

Ｑ．自慢の筋肉の部位は？

Ｑ．普段一番面倒を見ている子がいたら教えてください。

みんなに自慢でき
Ａ．自分で自慢するのは…な
る部分が増えるよう、鍛えておくよ。

Ａ．全員（笑）
。でもヒロが多いかも。いつも近くにい

Ｑ．オフの日の過ごし方は？

Ｑ．メンバーと自分の好きなところを教えてください。

Ａ．プロダクションのジムで筋トレしたり、撮った写

Ａ．好きなとこ……まあ男６人だから問題も多くて

真を眺めたりするかな。ハードな日が多いから、疲れ

な……でも喧嘩しても長く引きずらないのは全員共

を溜めないように、オフの日は好きなことして過ご

通でAnthosのいいとこだな。言い合いするってこと

してる。

は、全員譲れない強い意志があるってこと。

Ｑ．どんな抱き枕を使っていますか？

Ｑ．最近起きたハプニングは？

Ａ．わりと柔らかい方が抱き心地が良くて好きだな。

Ａ．俺の抱き枕に紅茶零されたことだな。スーパー説

るし。

教タイムが深夜まで続いた。
Ｑ．魅力的だと思う女性のタイプは？
Ａ．愛嬌があって、一緒にいて楽しい人、明るい人。

Ｑ．座右の銘や好きな言葉は？

あと気遣いができる人。髪は長い方が好きかな。

Ａ．
「一期一会」
Anthosとファンのみんな１人１人との出会いを大切

Ｑ．ファンからはどうよばれたい？

にしたいんだ。

Ａ．うーん、リョーくんとか？
Ｑ．これまでで一番印象に残っている写真があれば教
Ｑ．最近一番困ったことは何ですか？

えてください。

Ａ．弟分達が年上をいじることを覚えつつあること

Ａ．あるけど……今は秘密にしておく。

だな(^_^;)
Ｑ．今一番楽しみにしていることは？
Ｑ．Anthosの中で一番手がかかるのは誰ですか？

Ａ．アルバムを聴いたファンのみんなからの感想だ

Ａ．全員！ っていうのは冗談。手がかかる場面も

な。

あるけど、みんないろんな個性があっていい子達、
だな。
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灯堂 理人

TOUDO
LIHITO
（CV：伊
東健

人）

Birthday：
9/16 A
Height：17
9cm Blood ge：22
Image colo
type：AB
r：Purple
In charge：
Hobby or S
歌声担当
peciality：
読書、武道
（居合道
）

for

Ｑ．好きなお花はありますか？

Ｑ．これだけはAnthosメンバーに負けないというこ

Ａ．俺に咲く花。

とは？
Ａ．知識量。

Ｑ．眼鏡が良く似合っていますが、オフの日はコンタ
クトにしたりしますか？

Ｑ．Anthosメンバーのここは勝てないなと思うこと

Ａ．寝る時とか、風呂はメガネ外すよ。見せられなく

は？

て残念。

Ａ．マヒロの絵のセンス。

Ｑ．モデルはいつから？ 始めたきっかけは？

Ｑ．好きな名言や座右の銘などはありますか？

Ａ．今の俺を見て。

Ａ．慢心は人間の最大の敵だ。

Ｑ．居合道はいつからやっているんですか？ 始めた

Ｑ．紫を身につけてる子を見るとやっぱり嬉しいです

きっかけはなんですか？

か？

Ａ．武道にはもともと興味があったから。モデルだっ

Ａ．まあ目は行くかな。

た頃からやってたよ。身体も動かせるし、精神が統一
されて、頭が整理されるところがいいところ。

Ｑ．先日SNSで紹介されていたSF小説の感想を聞か
せてください。

Ｑ．自分の中でのこだわりはありますか？

Ａ．そうだな…不確かであやふやなものを基準に、価

Ａ．自分の考え、世界にはこだわりを持ってる。

値が判断される。それが正しいか間違いか、正解は誰
にもわからない。きっとその答えは読者自身に委ね

Ｑ．これだけはしないと気が済まない！ というルー

られている。これはSF小説だったけど、現代に当て

ティンはありますか？

はまることも結構あると思う。

Ａ．いっぱいあるけど、いつも他のメンバーにペース
乱されるからもう諦めた。

Ｑ．今までで一番面白かった本があれば教えてくださ
い。

Ｑ．できないことや、苦手なことはありますか？

Ａ．一番は決められない……じゃあ、シェイクスピア

Ａ．雨は苦手。髪がうねる。

の「ロミオとジュリエット」をお勧めしておく。愛は
人を愚かにし、憎しみは人を狂わせる。俺にとって
は、これは悲劇より喜劇だ。

TALENT PROFILE
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Private question

Ｑ．髪の美しさを保つためにしていることは？

Ｑ．最近のファッションマイブームは？

Ａ．自然乾燥はだめ× 髪の毛も自分の一部だから、

Ａ．小物使いにまでこだわることかな。

大事にしてあげてね♥
Ｑ．朝なかなか起きれないのは夜更かしのせい？ そ
Ｑ．自 分 の 身 体 や 顔 で 一 番 好 き な パ ー ツ は ど こ

れとも朝が苦手？

ですか？

Ａ．ぼく朝は苦手だよ〜 (>_<)(>_<) アルバム準備

Ａ．全部って言いたいけど……目かな。生まれつきだ

したりする時期は忙しいからあんまりいっぱい寝れ

し♥♥

ないこともあるし、みんなも朝はゆっくり寝てたい
でしょ (^_-)♥

Ｑ．道に迷う時はどうしますか?
Ａ．迷ってない〜道がぼくの言うこと聞かないだけ。

Ｑ．他のメンバーはフルネームなのに、
「チセ」なのは
なぜ？

Ｑ．好きな女の子のタイプを教えてください。

Ａ．……？？ ここにいるぼくはチセだよ？ *:★♥

Ａ．オシャレ好きで優しくて…どんなぼくも好きで
いてくれる子、かな。

Ｑ．Anthosの中でドッキリが流行ってましたが、チ
セくんも何かできましたか？

Ｑ．年上の女性はどう思いますか？

Ａ．やったのに気付いてもらえなかったぁ。

Ａ．年齢とか、気にしないかなー。だって、みんなそ
れぞれ魅力的でしょ？

Ｑ．挫折を経験したことはありますか？

あ、じゃあ、おねぇさんって呼んでもいい？

Ａ．………と、ファンのみんなにカッコ悪いって言わ
れたら挫折しちゃうかもね？

Ｑ．今までバレンタインチョコを最大何個もらいまし
たか？

Ｑ．Anthosがレジェンドクラスまでいけたら、その

Ａ．少なかったら来年くれる？ プレゼント♥(^_-)♥

先はどうしますか？
Ａ．レジェンドクラスのその先、ぼくたちはもっと高

Ｑ．お洋服は何色が好きですか？

い場所を目指すよ。みんな、信じてついてきて！

Ａ．白とか黒は何にでも合わせやすいから結構持っ

ぼく、もーっと高く高く羽ばたきたいなぁ *:★

てるよ〜 *:★
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如月 薫

KISARA
GI KAO
RU

（CV：土
岐隼一）

Birthday：
2/7 Age
Height：17
Image colo
：18
8cm Blood
r：Blue
In
type：A
ch
arge：マ
Hobby or S
イナスイ
peciality：
オン担当
お菓子作
り、絵を描
くこと

for

Ｑ．チャームポイントを教えてください。

Ｑ．好きなタイプを教えてください。

Ａ．自分で言うのはなんだか照れてしまうので……

Ａ．年齢関係なく、意志が強く、心が温かくて可愛ら

みなさんに見つけてもらえると嬉しいです(^_^)

しい方が魅力的ですね。

(^_^)
Ｑ．薫くんはどんな時に癒されますか？
Ｑ．好きなお菓子や食べ物はなんですか？

Ａ．Anthosのメンバーのみなさんといる時と、ファ

Ａ．甘いものなんでも好きです。ケーキはワンホール

ンのみなさんと交流している時でしょうか。

食べれますね。
Ｑ．寮生活で大変なことはありますか？
Ｑ．絵はたくさん練習しましたか？ どんな時に絵を

Ａ．公式HPにもあるように、わたし達の所属するプ

描くことが多いですか？

ロダクションは厳しいことでも有名なので、寮でも

Ａ．とくに練習とかはしていません。お休みの日や時

食事やスケジュールなど決められている規則や禁止

間が空いた時につい描いてしまいますね。いつもみ

事項などが多く、それに慣れるまで大変でしたね。

なさんから反応をいただけてとても嬉しいです。
Ｑ．同い年でルームメイトの眞紘くんとは仲が良さそ
Ｑ．最近何か描いてみたいものはありましたか？

うですが、普段どんな話をしていますか？

Ａ．寮の近くによく来る猫がいるんです。チャンスが

Ａ．活動についての真面目な話もしますし、悩みを相

あれば、その子を描きたいなと思っています。

談しあったり、お互いの趣味の話をしたり、ふざけて
笑ったり、いろいろ。

Ｑ．今ハマっていることはありますか？
Ａ．可愛らしい動物達の動画を見ることですかね。

Ｑ．プレデビューのために努力したことはあります
か？

Ｑ．犬派？ 猫派？

Ａ．運動が苦手なので、まずはパフォーマンスよりも

Ａ．動物はみんな好きです。可愛いらしいですよね。

歌や他のことを一生懸命練習しました。

Ｑ．ご自身やメンバーを動物に例えると？

Ｑ．最近見た夢は？

Ａ．メンバーのみなさんで考えたものは、前にマヒロ

Ａ．全員の花が咲いて、Anthosのみなさんと大きな

がSNSでファンのみなさんにもお伝えしていました

ステージに立っている夢でした。

ね。わたしは小鹿だそうです。

TALENT PROFILE
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結城眞紘

）
下誠一郎

（CV：山
AHIRO
YUKI M

18
4/4 Age： pe：O
Birthday：
ty
od
lo
B
4cm
担当
Height：17 ed In charge：笑顔
r：R
理
料
、
劇
Image colo
代
peciality：時
Hobby or S

Private question

Ｑ．好きな女の子のタイプは？

Ｑ．メンバーの誰から洋服を貰うことが一番多いです

Ａ．いつも一生懸命で情熱のある、自分より背が低く

か？

て賢い人。食べることが好きな人！ 年齢や国はあま

Ａ．チセさん!! コーディネートも考えてくれるし、オ

り気にしないかな(^_^)(^_^)*:★まだ外国語勉強中

シャレ*:★ でも僕より背が高いからいつもオーバーサイ

だけど…(T｡ T)

ズになっちゃうのがちょっと悩みなんですよね…(T｡ T)

Ｑ．今の衣装の気に入っているポイントを教えてくだ

Ｑ．メンバーそれぞれのいいところを1つ教えてくだ

さい。

さい。

Ａ．動きやすい素材だから、パフォーマンスしやすい

Ａ．リョーさん: 頼れる、理人さん:物知り、チセさん:

ところ。あとジャケットとかズボンにある花模様!!

オシャレ、薫:優しい、ハル:愛嬌がある。みんな大好き!!

メンバーそれぞれ違う場所にある飾りもカッコいい
んです!! 僕は首の後ろ*:★*:★

Ｑ．心掛けていることはありますか？
Ａ．いつも笑顔を忘れず明るくいること!!

Ｑ．得意料理は？

やっぱり僕が笑ってないとね(^_^)(^_^)あとはポジ

Ａ．オーダーもらえたらなんでも挑戦しますよ!! で

ティブに考えること!!

も肉料理は得意かも*:★
Ｑ．デビューアルバムのオススメポイントを教えてく
Ｑ．虫以外にも苦手なものはありますか？

ださい。

Ａ．夏。暑いのはちょっと苦手かな…。

Ａ．歌った時のみんなの普段とのギャップ!! もちろ
ん僕も!!

Ｑ．長いお休みがあったら何をしたいですか？
Ａ．行ったことないところに遠出してみたいな。

Ｑ．ソロソングの発売予定は？
Ａ．ソロソングか…今はAnthos ６人としての活動を

Ｑ．プレゼントでもらって嬉しいものはなんですか？

知ってもらいたいから考えてないけど、今後挑戦す

Ａ．ファンのみんなからの声援!! (ω･ )3 ゝ

るかも。機会があったら、スタッフさんに提案してみ
ますね*:★

Ｑ．Anthosのメンバーで１日入れ替わるとしたら誰
がいい？
Ａ．薫…みんなに褒められる絵が描きたい!!!!
(>_<)(>_<)(>_<)
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Ｑ．Anthosファン名をつけるとしたら？
Ａ．Antholic ！
（アントリック！）

清瀬陽汰

KIYOSE
HARUTA
（CV：増
田俊

樹）

Birthday：
6/5 Age
Height：16
：17
Image colo
6cm Blood
r：Orange
type：B
In charge：
Hobby or S
peciality：
ムード担
当
ゲーム、音
楽を聴く
こと

for

Ｑ．チャームポイントを教えてください。

Ｑ．ファンの子に呼んでほしいあだ名は？

Ａ．隠れた男らしさ!!

Ａ．Anthosではハルとかハルタとかいろいろ呼ばれ
てる。好きに呼んで！

Ｑ．髪のセットにはどのくらい時間がかかる？
Ａ．スタイリストさんの力!! パパッと完成して魔法

Ｑ．お気に入りの場所は？

みたい(≧∇≦)(≧∇≦)(≧∇≦)

Ａ．レッスン室かな。

Ｑ．理想の身長は何cm ？

Ｑ．自分自身のこと、どんな人だと思う？

Ａ．180cm以上!!!! リョウ兄を見下ろしたい、なん

Ａ．周りにくらべたら、まだまだ未熟者(>_<) だから

てね。

今頑張ってる!!☀

Ｑ．一番好きな音楽のジャンルは？

Ｑ．最近一番の楽しかった出来事は？

Ａ．アップテンポなものも、スローなバラードとかも

Ａ．SNSでオレ達のファンのみんなと交流できたこ

わりとなんでも!! 今はハウスミュージックとかダブ

と!!☀

ステップとか気になってるかな(≧∇≦)(≧∇≦)*:★
Ｑ．落ち込んだ時、自分を奮い立たせる言葉はありま
Ｑ．海外旅行に行くならどこへ行ってみたい？

すか？

Ａ．ファンのみんなが住んでる国!!☀

Ａ．落ち込む暇あったら、もうそのことで落ち込まな
いように努力する!!☀

Ｑ．メンバーの中で憧れの人やライバルだと思う人
は？

Ｑ．どんなアイドルになりたいですか？

Ａ．オレが持ってないもの持ってる人はみんなライ

Ａ．オレ含め、Anthosがたっっっくさんのファンに

バル!!!!☀

いつも関心を持ってもらえるようなユニットになる
こと!!!!

Ｑ．Anthosで特に仲良しのメンバーは？
Ａ．最近だと、ヒロ兄とはよく遊ぶ。なんか年上って
より友達って感じ。

TALENT PROFILE
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1st Album Music Video

華 Doll*

『 BIRTH 』

1st season 〜 F l o w e r

Lyrics by 葉月ゆら Music by 森慎太郎
Arranged by 森慎太郎/fazerock Vocal Direction: zakbee

現在︑天霧プロダクション公式YouTube チャンネルで公開中の最新MV をご 紹介 ︒
躍動的でエネルギッシュな楽曲のイメージに合ったポップでカラフルなMVの中にも、現代のSNSを彷彿させるシーンや謎の

ChocolateboxとAnthosの6人がゲーム対決するシーンなど、何か深いメッセージが込められていそうなシーンが盛りだくさんで、
MVとして見る他に、ひとつのストーリーを読み解くような楽しみ方も出来そうなつくりとなっている。

12

i n g 〜 1 巻「 Birth 」／ Anthos

『 Unknown 』

Lyrics/Music/Arranged by Leeep
Vocal Direction: zakbee

MVでは誕生を祝うシーンや、晩餐を思わせるシーンの他、最初のコンセプトトレーラーにも出てきた「3時17分を指す時計」
が再度登場。異なる見方・角度から見ると「LIE」という文字が浮かび上がる時計の表示については、プロダクションOfficial

Twitterにて謎解きのヒントとしても紹介されていた。触れられそうで触れられない、繊細で叙情的な世界観の中に秘められた、
彼等の 真実の欠片 。
「Unknown」のMVではAnthos6人が「秘めているもの」に関わるシーンが様々なイメージで表現されている。

天霧プロダクション
公式YouTubeチャンネル u
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Interview
「華Doll*プロジェクト」のハジマリを告げるAnthosの1stアルバム「Birth」が6/21（金）頃についに発売。
収録を終えたAnthosメンバーのインタビューをお届けします。

――収録お疲れ様でした。Anthosとしての初レコーディン
グはいかがでしたか？

歌っているか、楽しみながら聴くのもいいんじゃないか？
薫：
「Unknown」は切なくて美しいメロディに、繊細で不
器用な感情を歌った詩が合わさった、独特の世界観がいい

凌駕：とりあえず、全員すごい緊張感の中スタートしまし

ですよね。

たね（笑）
。毎日レッスンはしていましたが、メンバー全員

チセ：はいはーい！ ぼくはね…あ、もちろんぼくのとこ

アルバムを作るのも、レコーディングをするのも初めて

ろもすごく好きなんだけど、リョーくんの落ち着いた歌声

だったので、いろいろなプレッシャーはありました。

も好きだし、あとやっぱりリットーの歌は、なんか曲の世界

眞紘：僕は初めてスタジオに入った時、急に実感が湧いて

がグワーっと深くなる感じがして…。

きて（笑）
。今までプロダクションの先輩達がこの場所で

理人：あんたそれ褒めてんの？

様々な音楽を生み出してきたんだなと思うと、感慨深かっ

陽汰：あと意外性でいったら、
「BIRTH」のレコーディング

たです。

の時のヒロ兄の男前ラップだな！

陽汰：そうそう! あと1stだからっていうのもあって、気

眞紘：ありがとうハル（照）
。どちらの曲もすごく素敵で、

合入れて納得いくまで突き詰めて作ったから、完成を聴い

歌も僕達の普段と違ったギャップや息遣いが感じられるの

た時の達成感がすごかったなぁ！

で、是非たくさん聴いてほしいです。

チセ：ぼく達にぴったりのカッコいい曲を２曲ももらえて、
毎日ワクワクだったよねー。

――ファンの皆様へメッセージをお願いします。

薫 ：ふふ、そうですね。２曲ともすごく『Birth』のアルバム
コンセプトに合った曲を頂けたと思います。

凌駕：Anthosとしてはまだやっとスタート地点に立てただ

理人：正反対の曲調や雰囲気をどうやって表現するか、全

けだからな、俺達のこれからに期待してくれ。

員に与えられた課題も大きかったと思う。とにかくバラバ

理人：俺達がこのアルバムに込めた想いを五感を通して感

ラな個性をどうやってまとめて良いものにしていくか、ス

じて。きっと、みんなにも共感してもらえる部分が多いと思

タートだからこそ気は抜けなかった。

う。

凌駕：ははっ、リヒトは相変わらずだな（笑）
。まぁこんな

チセ：このアルバムを聴いて、もっとぼく達のことが好き

感じで、６人それぞれの個性と想いがたくさん詰まったア

なっちゃうかもね？

ルバムなので、ファンのみんなにもたくさん聴いてほしい

薫 ：みなさんの応援に負けないくらい、これからも良い作

ですね。

品をお届けできればと思います。

陽汰：みんなの感想聞くのが今からすっげー楽しみ!!

眞紘：みんなにとって、Anthosがマストな存在になれるよ
うに！

――収録楽曲「BIRTH」
「Unknown」それぞれの聴きどころ

陽汰：そんで、全員の花が咲いて最高のアイドルになれる

をお聞かせください。

ように！
一同：これからもAnthosをよろしくお願いします！

凌駕 ：「BIRTH」はパート分けが見せどころ。誰がどこを

14

INTERVIEW

「華Doll*」は楽曲とドラマパートが収録されたCDシリーズコンテンツです。
「華Doll*」は今までのアイドルのイメージを違った視点から切る、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です。
一見すると、それは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ですが、そこには裏設定に繋
がる物語の伏線やメッセージが様々な形で隠されています。
もちろん、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ことも十分可能ですが、もしあなたがこ
の作品の奥深くまで知りたいと思う時があれば、あなたの持つ様々な知識、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くこともできます。

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。

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

［ CD series 1st season title visual ］

華Doll* スペシャルブックレット Vol.2 2019.6.20発行 発行元●株式会社ムービック

とは
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[Character design] 悌太

※掲載の内容は2019年6月時点の情報です。

2nd アルバム発売決定 !!

