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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。

「華
ハナドール
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。

『『華華
ハ ナ ド ー ルハ ナ ド ー ル

DollDoll**』』
それは「人間」か、「人形」か。それは「人間」か、「人形」か。

Are you a thinking reed ?



創業者であり現代表取締役社長の天
あまぎり
霧一

はじめ
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

ハナドール
人形プロジェクト】（HANA-Doll Project）である。

天霧プロダクション
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【【華華
ハナドールハナドール
人形人形プロジェクト】は、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、『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天霧プロダクションが
取り組んでいるプロジェクト。取り組んでいるプロジェクト。

【華
ハナドール

人形プロジェクト 概要】

■【華
ハナドール

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。

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。

華ハ
ナ
ド
ー
ル

人
形
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
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最先端の技術を最先端の技術を
駆使して生まれたアイドルたちは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……どのような“花”を咲かせるのか……

【華
ハナドール

人形プロジェクトのアイドル】

【華
ハナドール
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。

【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。

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
ハナドール
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。

　『
完
璧
』
を
目
指
す
ア
イ
ド
ル
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 Private question  for 

Ｑ．歌声担当としていつも心掛けていることはなんで

すか？

Ａ．喉のケアは絶対。いつも最高のコンディションで

歌を届けられるように。

Ｑ．読書中にうとうとしたり寝落ちしそうになったり

したことはありますか？

Ａ．読書中は内容に集中しているから、読みながら寝

ることはないかな。

Ｑ．ロールオンフレグランスがいい香りすぎて、もっ

たいなくてなかなか使えません。

Ａ．使って。なくなったらまた買って。

Ｑ．髪型の癖は、天然ですが？　セットですか？

Ａ．天然。

Ｑ．AnthoZooデザインにあたって苦労した点やこだ

わりがあれば教えてください。

Ａ．元はチセの落書きだから、ちゃんとグッズとし

て出せるデザインにする為にかなり試行錯誤した。

キャラクターブランドとしてのポップさを残しつ

つ、使いやすいグッズを目指そうと思っている。これ

から多くの人に知ってほしいし、Antholicにも気に

入ってもらいたい。

Ｑ．ある日突然チセと入れ替わってたらどーする!?

Ａ．戻るまで寝て待つ。

Ｑ．メンバーに直してほしいところは？

Ａ．服を脱ぎっぱなしにするな。自分の部屋以外を汚

すな。支度に時間かかりすぎ。その他もまだいろいろ

あるけど。

Ｑ．今年の抱負を教えてください。

Ａ．Anthosがもっと大勢に、広く認知されて活動の

幅や可能性が広がるよう、更に上を目指す。

Ｑ．好みの女性のタイプは？

Ａ．物静かで賢く、所作や言葉遣いが綺麗。俺とフィー

リングが合う人。

Ｑ．寮生活で便利な点、不満な点はありますか？

Ａ．設備も整っているし、活動に集中させてもらえる

ところは便利というか良いところ。概ね満足してい

るけれど、欲を言えば1人部屋がいい。

Ｑ．もしも無人島に取り残されることになったとした

ら……。何を持って行きますか？　また、誰とペアを

組みますか？

Ａ．持っていくもの⇒サバイバル本　ペア⇒マヒロ

理由：得意分野でフォローしあえば生存率があがる。

Ｑ．もし旅行に行けるとしたら、どこの国に行きたい

ですか？

Ａ．イタリアとか、フランスとか。アート作品をたく

さん見たい。

灯堂 理人
TOUDO LIH

ITO　（CV：
伊東健人）

Birthday：9/16 Age：22

Height：179cm Blood type：AB

Image color：Purple In charge：歌声担当

Hobby or Speciality：読書、武道
（居合道）
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 Private question  for 

Ｑ．今まであった恥ずかしい経験を教えてください。

Ａ．かなり前ですが、衣装を表裏で着てしまって、そ

のまま気づかずステージにあがってしまったことで

すね……。

Ｑ．握力は強い方ですか？

Ａ．手、握ってみますか？ (^^)

Ｑ．異性に手料理を振舞ってもらうなら、どんなお料

理がいいですか？

Ａ．ハンバーグとか……どうでしょう？　デザート

は2人でつくりたいです。

Ｑ．好きな子をデートに連れて行くとしたらどこに行

きますか？

Ａ．美味しいスイーツの食べ歩きなんてどうでしょ

うか(^^)

Ｑ．最近爆笑した出来事は何ですか？

Ａ．ハルタが『BIRTH』のイントロに合わせて振って

いたボトルが炭酸で、それをリヒトさんが知らずに

思いっきり開けてしまった時ですかね……すみませ

ん、リヒトさん。

Ｑ．Anthosの音楽を世界中のファンに聴いてもらう

ことについてどうですか？ 

Ａ．大変うれしいです。いつも応援ありがとうござい

ます。わたしだけでなく、Anthosのメンバー全員が

日々世界中のAntholicに感謝しています。 

Ｑ．二人三脚をやるなら相手は誰がいいですか？？

Ａ．わたしとやると全員転んでしまうと思います

(^^;)　Anthosだとマヒロとハルタのペアが1番速

そうですね！

Ｑ．同室の眞紘くんの意外だなって思ったことを教え

てください！

Ａ．意外に映画好きなようで、時代劇だけでなく、い

ろいろな映画にも詳しいです。本当は違うことを書

こうとしたのですが、マヒロにダメと言われてしまっ

たのでこれで(^^)

Ｑ．ショート、ボブ、ロングどれがお好きですか？

Ａ．その人に似合っていればどんな長さでも好きで

す。綺麗な髪の人は魅力的ですね(^^)

Ｑ．昨年を漢字1文字で表すと？

Ａ．友……ですかね。

Ｑ．もしも無人島に取り残されることになったとした

ら……。何を持って行きますか？　また、誰とペアを

組みますか？

Ａ．持っていくもの⇒飲み水　ペア⇒マヒロ

理由：料理が上手なので。あと普段ルームメイトと

いう理由もあり、安心できると思います。

Ｑ．もし旅行に行けるとしたら、どこの国に行きたい

ですか？

Ａ．そうですね、旅行の経験が少ないので……いろい

ろな国に行ってみたいです。

如月 薫KISARAGI KAORU　（CV：土岐隼一）Birthday：2/7 Age：19Height：178cm Blood type：A
Image color：Blue In charge：マイナスイオン担当

Hobby or Speciality：お菓子作り、絵を描くこと
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 Private question  for 

Ｑ．1番印象に残ってるMV撮影はなんですか？ 

Ａ．『S.T.O.P』かな。傷のメイク、カッコいいだろ？　

メイクさんが頑張ってくれたからな！

Ｑ．メンバーに秘密にしてることをこっそり教えて

ください。

Ａ．ここで言ったら秘密じゃなくなっちゃうだろ

（笑）。ってことで、今度会ったら内緒話しよう！

Ｑ．「今日からスター★」で弟チームとのお料理対決で

は正直惨敗だったかと思いますが、これを受けて料理

の練習してみようかな？　とか思ったりしましたか？

Ａ．観てくれてありがとうな！　実は、あのあとヒロ

に特訓してもらったけど……ハハハ（笑）。

Ｑ．ホラーを経験した夜はオバケとか警戒します

か？

Ａ．やめてくれ～～～～～～～～( ﾉOﾉ)

Ｑ．冬のデートプランがあったら是非教えて欲しい

です。

Ａ．カメラを持って、綺麗な景色を2人で見に行くの

はどうだ？

Ｑ．１番年上で面倒を見ることが多いと思いますが、

誰かに甘えたいと思うことはありますか？

Ａ．答えがYESだったら、甘えてもいいか？

Ｑ．筋トレが長続きする方法を教えてください！

Ａ．つらいと思わず、楽しいと思うことだな!!

Ｑ．学生の時に好きな教科・苦手な教科はありまし

たか？

Ａ．文系よりは理系の方が得意だった。でも学生時代

はあまり優等生ではなかったかなぁ（笑）。

Ｑ．「IDOLls」のジャケット、とても格好良かったで

す。何か意識したところはありますか？

Ａ．撮影中に意識したことというよりは、撮影までに

意識したことだが、衣装合わせから撮影まで体型変

わらないようにしたことだな！　前回スタイリスト

さんに怒られて……（笑）。

Ｑ．今年6月にある1周年イベントは楽しみですか？

Ａ．もちろん、すごく楽しみだ！　良いステージを届

けられるよう、Antholicのために一生懸命準備して

るぞ。

Ｑ．もしも無人島に取り残されることになったとし

たら……。何を持って行きますか？　また、誰とペア

を組みますか？

Ａ．持っていくもの⇒ナイフ　ペア⇒ヒロ

理由：笑顔担当がいたら無人島でも楽しくやってい

ける気がする、なんてな（笑）。

Ｑ．もし旅行に行けるとしたら、どこの国に行きたい

ですか？

Ａ．アメリカ！　もちろん、カメラを持って。

影河 凌駕
KAGEKAWA

 RYOGA　（C
V：濱野大輝）

Birthday：8/31 Age：24

Height：183cm Blood type：A

Image color：Green In charge：筋肉担当

Hobby or Speciality：カメラ、筋
トレ
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 Private question  for 

Ｑ．Antholicへ一言お願いします。

Ａ．大好きだよー !!!!

Ｑ．最近好きなカラーを教えてください。

Ａ．黄色！

Ｑ．誕生日に欲しいものはありますか？

Ａ．Antholicのみんなからたくさんおめでとうって

言ってもらいたい!!!!(*’▽’)

Ｑ．オシャレだと思う女の子の服装は？

Ａ．流行をうまく取り入れてて～でも自分らしさの

ある服を着ている子♡

Ｑ．毎朝起きるのがつらい時のアドバイスをくださ

い！

Ａ．起きなくていいと思うよ♡

Ｑ．英語は得意ですか？　英語が苦手なので、どう

やったら英語ができるようになるか教えて欲しい

です！

Ａ．得意かはわからないけど、国とか言葉とか関係な

くたくさんみんなとおしゃべりしたいなぁって思っ

て話してるよ！　間違えたら～とか苦手と思わず楽

しむのが良いと思う♡

Ｑ．Anthosの中で誰が1番かっこいいと思いますか?

Ａ．え！　ぼくでしょ？

Ｑ．もし世界を変えられるとしたら、どんなことがで

きると思いますか？

Ａ．う～ん、そうだなぁ。小さな親切とか愛情でも、

みんながすれば大きな力になるよね。それって世界

を変えられるってことだと思うよ。

Ｑ．お洋服を選ぶ際の基準などあればお聞きしたい

です。

Ａ．基準？　う～ん、その時ぼくに似合いそうだな～っ

てビビッてきたものを着る感じ？

Ｑ．お洋服を沢山持っていると思うのですが年末の

断捨離しましたか？

Ａ．捨てないでメンバーにあげるもん！

Ｑ．もしも無人島に取り残されることになったとし

たら……。何を持って行きますか？　また、誰とペア

を組みますか？

Ａ．持っていくもの⇒船かヘリコプター

ペア⇒リットー

理由：優しいから、困った時にすぐ助けてくれそう

だし！

Ｑ．もし旅行に行けるとしたら、どこの国に行きたい

ですか？

Ａ．どこの国かな～、ヨーロッパの方に行ってみたい

かも！

チセ（祥來千勢）CHISE (SHORAI CHITOSE) （CV：駒田 航）Birthday：1/2 Age：21Height：181cm Blood type：AB
Image color：Yellow In charge：ビジュアル担当
Hobby or Speciality：ファッション、新しいもの
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 Private question  for 

Ｑ．もし背がメンバーの中で1番高くなったら、まず

はじめに何がしたいですか？

Ａ．全員の頭を上からなでながら見下ろす!!!!!

Ｑ．片思い中の女性へ自分をどうアピールしますか？

Ａ．積極的に話しかけたりする！　だって、好きな

人のことは知りたいじゃん！

Ｑ．1番好きな女の子の仕草を教えてください！

Ａ．やっぱ下から見上げられた時とか…かな……え、

何言ってんのオレ……ぁああああぁ //////

Ｑ．どうしてそんなにかっこいいんですか？

Ａ．Antholicはどうしてそんなにかわいいんです

かー！

Ｑ．台湾の印象についてどう思う？　機会があれば

台湾に遊びに来てね……!!

Ａ．好き！　オレが住んでる国も含めて、Antholic

のいるところはみんな好きになりたい！　だから、

みんな遊びに行ったらオレたちを案内してなー！

Ｑ．新規も愛してくれますか？

Ａ．そんなの関係なーい！　だってみんなオレたち

のこと好きな気持ちは一緒でしょ??

Ｑ．褒められて伸びるタイプですか?

Ａ．うーんどっちかなーーーーーー!?　でもAntholic

にいっぱい褒められたいいぃ !!!

Ｑ．朝は得意ですか？　朝が苦手なのですが良い方

法があれば教えてください。

Ａ．得意って程じゃないけど、チセ兄起こさなきゃ

いけないから毎朝起きてる……。目覚ましをAnthos

の曲にしたら？♬

Ｑ．普段どんなジャンルの音楽を聴いてますか？

Ａ．最近だと、EDMとR&Bヒップホップとかも聴く

かなぁ。

Ｑ．今まで歌ってきた楽曲の中で1番印象に残って

いる曲や思い入れのある曲はなんですか？

Ａ．『ChangeYourWorld』かなぁ。オレのパート目

立ってたしカッコよかったし!!☀いい感じだったで

しょ！

Ｑ．もしも無人島に取り残されることになったとし

たら……。何を持って行きますか？　また、誰とペア

を組みますか？

Ａ．持っていくもの⇒ゲーム　ペア⇒カオ兄かヒロ兄

理由：カオ兄もヒロ兄もゲームよく一緒にやってく

れるし！

Ｑ．もし旅行に行けるとしたら、どこの国に行きたい

ですか？

Ａ．いっぱいありすぎるから、まずはアジアの国か

ら！ (＞▽＜)

清瀬陽汰
KIYOSE HAR

UTA　（CV：
増田俊樹）

Birthday：6/5 Age：17

Height：166cm Blood type：B

Image color：Orange In charge：ムード担当

Hobby or Speciality：ゲーム、音
楽を聴くこと
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 Private question  for 

Ｑ．今後眞紘くんが番組内で挑戦してみたいことは

なんですか？

Ａ．コーディネートバトルとか！　でもその時は、最

下位にならないように応援してね（笑）。

Ｑ．朝起きて1番最初に何をしますか？

Ａ．自分がどこにいるか確認する!!　寝相悪いしどこ

でも寝ちゃうから……（笑）。

Ｑ．女性の髪は短いのと長いのどっちが好きです

か？

Ａ．長いと結んだりしてるの見れるから、長いのか

な！

Ｑ．今までで起きて1番驚いた状況を覚えていたら教

えてください

Ａ．起きたら周りに枕のバリケードつくられてたこ

とかな。僕がベッドから落ちないようにだと思うけ

ど……（笑）。

Ｑ．私服姿を見せていただけませんか！

Ａ．わかった！　いつにする？

Ｑ．６月のイベントでしてみたいことはありますか？

Ａ．Antholicと何か一緒にできることがあればいい

なぁ。掛け声あったらやってくれるかな？

Ｑ．今、1万人もいるAntholicに向けて伝えたいこと

はなんですか？

Ａ．いつも一緒にいてくれてありがとう(*^▽^*)

大好きだよ、Antholic♡

Ｑ．緊張を和らげるオススメの方法があったら教え

てください。

Ａ．深呼吸して、それでもどうしてもダメって時は、

僕の笑顔を思い浮かべて！ (^▽^)

ほら、大丈夫になったでしょ？

Ｑ．ピアスは自分で開けたのでしょうか？

Ａ．結構前に自分で開けました！　ほんとはなん個

か開けたかったんだけど……反対されたから1個だ

け。今はお気に入りをつけてます。

Ｑ．眞紘くんがはじめて覚えた料理はなんでしたか？

Ａ．料理らしい料理だとカレーかな。Anthosメン

バーにもつくったことあるし、思い出深い料理！

Ｑ．もしも無人島に取り残されることになったとし

たら……。何を持って行きますか？　また、誰とペア

を組みますか？

Ａ．持っていくもの⇒無線機　ペア⇒リーさん

理由：リーさんとペアになれば1番早く脱出できそ

う！

Ｑ．もし旅行に行けるとしたら、どこの国に行きたい

ですか？

Ａ．Antholicのいる国には全部行きたいけど……イ

ンドネシアとフィリピン！　前にAntholicが遊びに

来てって言ってくれたから！

結城眞紘YUKI MAHIRO　（CV：山下誠一郎）Birthday：4/4 Age：18Height：174cm Blood type：O
Image color：Red In charge：笑顔担当Hobby or Speciality：時代劇、料理
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『Me Against  Myself』 Lyrics and Music by chefoba
Arranged by fazerock　Vocal Direction:zakbee

華Doll* 1st  season～ F l o w e r i n g ～　4巻「Message」／Anthos
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4thアルバム「Message」の表題曲『Me Against Myself』MV(Teaser Ver.)では、まるでそれ
ぞれが自分の歩む一本の道の上を旅するように、長く続く線路の上に立つAnthosメン
バー達のシーンや、記号・宇宙など未知の世界を彷彿させるミステリアスなイメージが
続き、期待や不安の中、道の先に自身が求める「大切なもの」を探すようなストーリーが
表現されています。フルバージョンでは、Teaser Ver.では隠されていたシーンが追加と
なり、更に映像の中のストーリーが広がりを見せるので、是非合わせてご覧ください。

華Doll* 1st  season～ F l o w e r i n g ～　4巻「Message」／Anthos

131313
天霧プロダクション
公式YouTubeチャンネル 



Anthos 4th Album

3.20

Flowering ～Boys were still in a dream～

『Me Against Myself』
Lyrics and Music by chefoba
Arranged by fazerock Vocal Direction:zakbee

『Silent Message』
Lyrics by 坂井竜二
Music by zakbee
Arranged by KAN TAKAHIKO Vocal Direction:zakbee and more...

チセがイラスト、理人がデザインを手掛ける
キャラクターブランド。「Anthos」と「Zoo」
（賑やかで騒がしいイメージ）をかけ合わせた
造語となっており、Anthosのメンバーをそ
れぞれ動物に見立てデザインされたキャラク
ターとなっています。
＊左から、フクロウのLIHITO、イヌのRYOGA、
ウサギのMAHIRO、子ジカのKAORU、子ライオ
ンのHARUTA、ユニコーンのCHISE。

とは

AnthoZooの春アイテムが発売!!

ぬいぐるみキーホルダー AnthoZoo
6種／¥1,200円+tax 
2020年5月頃発売予定
サイズ：約12cm／ボールチェーン付き／布製

華Doll*そえぶみ箋
6種／¥500円+tax 　2020年4月10日（金）頃発売予定
サイズ：約7×11.5cm／セット内容：便箋1柄30枚、封筒5枚／美濃和紙製

マスキングテープ　AnthoZoo Ver.
1種／¥400円+tax
2020年4月10日（金）頃発売予定
サイズ：幅約1.8cm×5m巻き／紙製

AnthoZ
oo

LINEUPNEW
ITEM

※画像はイメージです。商品仕様、発売日等は変更する場合がございます。

ムービック通販
https://www.movic.jp/shop/

アニメイトオンライン
https://www.animate-onlineshop.jp/

華Doll*フレークシール AnthoZoo Ver.
1種／¥400円+tax　2020年4月10日（金）頃発売予定
サイズ：約3×3cm以内／7柄・合計40枚入り／紙製



Anthos 4th Album

3.20

Flowering ～Boys were still in a dream～

『Me Against Myself』
Lyrics and Music by chefoba
Arranged by fazerock Vocal Direction:zakbee

『Silent Message』
Lyrics by 坂井竜二
Music by zakbee
Arranged by KAN TAKAHIKO Vocal Direction:zakbee and more...



「華
ハナドール

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

ハナドール
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？ )

華
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［CD series 1st season title visual］

5th アルバム発売決定 !!

無断転載禁止

とは

天霧プロダクション  https://www.hana-doll.com/ 　　@Amagiri_Prod Anthos 　　@Anthos_twt　　 [Character design]悌太


