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Presented by Amagiri Entertainment Production

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。

「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。

『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

03

ハナドール

華人形プロジェクト

【華人形
人形プロジェクト】
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。

【華人形プロジェクト 概要】
■【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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【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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天霧プロダクションスタッフQ and A

Q. 誕生日ケーキは誰が用意しているのでしょう
か？
Ａ．誕生日ケーキは事前にメンバーの要望を聞きつ
つ、スタッフが準備することが多いです。事前に成分
などはチェックしておりますので、ご安心ください！
Q. MVはどうやって綺麗で不穏な空間を引き出し

Q. プロダクション内に社員食堂はありますか？
おすすめのメニューはなんですか？
Ａ．社員食堂はあります。おすすめですと…「気ま
ぐれミステリー定食」が人気です。本当に気まぐれ
な内容になっておりますので、何が出てきても驚か
ないでくださいね！ もし弊社に入社されること
があれば、是非試してみてください。

ているのでしょう？ 一番大事にしていることは？
Q. ブログの更新にメンバーの写真がないのはプロ
Ａ．MVは、プロデューサーが毎回アルバムコンセ
プトに合わせコンテを切り、制作しております。音
楽ビデオというだけでなく、独特な世界観を持つ
1つの映像作品として引き込まれるようなストー
リー性・メッセージ性を重視し、細部までこだわっ
て制作されているそうですよ！

ダクションルールなのでしょうか？
Ａ．弊社はアーティスト達のプライバシー、そし
て健康で安全な活動を守るため、写真や情報の過度
な露出は控えております。全ては皆様の大切なアー
ティスト達が安心して活動を続けるためのルール
ですので、何卒ご理解ください。

Q. ブログ担当は何者ですか？
Ａ．私のことを聞いてくださり、ありがとうござい
ます！ (^^) ある時はブログ担当、ある時は…フッ
フッフ…ただの元気な広報スタッフです！ (*^▽^*)
まだまだ未熟者で先輩方に毎日鍛えられながら日々
奮闘しています！ ファンの皆様がブログを楽しめ
るように、今後も頑張りますね！

Q. ワールドツアーコンサートを開催してほしいで
す。
Ａ．海外のファン皆様がたくさん増えれば、ワー
ルドツアーコンサートの可能性もあります。今後も
応援よろしくお願いします。
Q. スタッフのみなさんがAnthosに望むことは？

Q. 仕事中にAnthosからファンサをもらったこと
はありますか？
Ａ．Anthosのファンサー ビ ス は フ ァ ン の 皆 様、
Antholicのためにあるのです^^ 我々スタッフ
は、アーティスト達がファンの皆様により良いパ
フォーマンスをお見せできる場をつくる黒子とし
て存在しております。
Q. 今後Anthosにやらせてみたいお仕事はありま
すか？
Ａ．そうですね、Anthosが正式デビューをすれば
今後お仕事の幅も広がると思いますが、そこは天霧
社長のお考え次第ですね。
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Ａ．これはファンの皆様も同じ気持ちでいてくだ
さっていると思いますが、メンバー全員の花が咲く
ことですね。
Q. 天霧プロダクションには女性タレント・グルー
プも所属されていますか？
Ａ．華人形プロジェクトスタッフとしてお答えし
ますね。弊社の養成所は男女の練習生が所属してお
りますが、華人形プロジェクトに女性タレント・グ
ループは所属しておりません。

天霧プロダクションのSNSでは、普段華人形プロジェクトに関わっている

プロダクションスタッフに質問ができる「華Doll*天プロスタッフQ and A」企画を開催。
今回は、その質問回答を特別に掲載！

※「Q and A 企画」は不定期開催です。

Q. Anthosメンバー車移動の際の面白いエピソー
ドはありますか？
Ａ．その日の仕事内容を確認したり、6人それぞれ
思い思いに過ごしていることが多いそうですが、弟
チームがゲームを始めて、車中が賑やかになること
があるとか。少し前までは、しりとりでストーリー
をつくる独自ルールのゲームが流行っていたそう
ですよ！

Q. 華人形プロジェクトアイドルグループ名は全て
メンバー数に合わせるなどの法則でつけられている
のですか？
Ａ．ユニット名は社長の判断で決められておりま
すので、詳細は私どもにもわかりかねますが…確か
にAnthosはメンバー数とユニット名の文字数が一
致しておりますが、活動休止中のLoulou*di（ ルル
ディ）は3名ですし、特にそういった決まりは見えま
せんね。

Q. スタッフから見て天霧社長はどんな方ですか？
Ａ．上層部以外の社員は、社長になかなかお会い
する機会がございませんので…一度お見かけした
時の印象は、背が高く端正なお顔立ちで品のある
方でしたよ。
Q. オーディションなどでAnthosのメンバーを選
んだ理由が聞きたいです。
Ａ．詳しい理由は面接官や社長にしかわからない
ことですが、以前Anthosの事を伺った際に「全員良
い素材を持っている」とおっしゃっていましたね。
Q. アルバムや新曲のコンセプト決めや歌割などの
話し合いにマンバーは参加しているのでしょうか？
Ａ．現在のコンセプトやアートワーク・楽曲の制
作に関わる会議にメンバーは参加していませんが、
例えばレコーディングの際に要望を聞いたりする
ことはございます。今後正式デビュー後にはもしか
したら参加することもあるかもしれませんね？
Q. 天プロでは採用活動などは行っていますか？
入社の資格などありましたらお教えいただきたい
です。

Q. 医療棟は寮と同敷地内にあるのでしょうか？
その他の建物の敷地配置図も見たいです。
Ａ．医療棟はプロダクション近くにございますが、
機密情報やアーティスト本人のプライバシーが過
度に脅かされることがないよう、各建物の内部構造
や施設の詳細まではファンの皆様にお教えするこ
とはできません。何卒ご理解ください。
Q. Anthosメンバーへのファンレターはイベント
以外でも受け付けはありますでしょうか？
Ａ．貴重なご意見ありがとうございます。具体的
な時期は未定ですが、今後オンラインも含め、受付
の幅が広げられるよう検討中です。
編集部注：2020年6月8日（月）より公式WEBにてオンライン
ファンレターの受付が可能になりました。

Q. 第一印象と今が一番違うメンバーは誰ですか？
Ａ．第一印象…全員最初と比べるとパフォーマンス
力・ビジュアルなど様々な部分で変化が大きいで
す。一番最初に6人があいさつをしに来た時の緊張
した姿が今でも思い出されます。
Q. Anthosの華の模様ってみたことありますか？

Ａ．現在新入社員の募集は行っておりませんが、
もし機会がございましたら是非応募ください。資格
や選考方法は職種によって様々です。部署によって
は言語や武道のスキル優遇の場合もあったり。なの
で、採用情報をよく読み、エントリーしてみてくだ
さいね！

Ａ．華の模様はとても綺麗ですよ。
もしかしたら、彼らのパフォーマンス中にもう見
えた方もいらっしゃるかもしれませんが、私がここ
で説明してしまうと皆様の楽しみを奪ってしまい
そうなので、今後見られた時の楽しみにとっておい
てください。

Staff Q and A
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5th Album Music Video
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︒
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華 Doll*

『 I know,Who I am 』

1st season 〜 F l o w e r i

Lyrics/Music/Arranged by Leeep
Vocal Direction ： zakbee

r i n g 〜 5 巻「 For... 」／ Anthos

シリーズの最終章を締めくくるに相応しい、Anthos6人が逆境や壁を乗り越えて開花するストーリーを表現したMV。6人が歌う
クールな楽曲と共に展開されていく映像美。そこには独り砂漠にとり残されたメンバーのために奮闘する姿や、その中で自分の
役割を見つけ、受け入れて進んでいく一人一人の成長が描かれている。これまでのMVに出てきたアイテムやモチーフも形を変え
様々な場所に登場し、今までそれぞれのＣＤコンセプトに合わせてつくられていたMVのストーリーが全て繋がっていることを示
すようなつくりにも注目。

天霧プロダクション
公式YouTubeチャンネル 
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2020.6.6 SAT – 6.7 SUN

華Doll* Home Mini Live
Live 開催！
2020年6月6日（土）12:00 〜 6月7日（日）23:59 限定で、お家にいながら楽しめるスペシャルイベント『華Doll*
Home Mini Live』をYouTube公式チャンネルにて開催致しました！
「Flowering 〜華Doll* 1st Anniversary Stage 〜」で行う予定であったライブのセットリストまま、当日はイベント
用に制作されたＯＰやＭＶを組み合わせたスペシャル映像を期間限定で公開！

Anthosのメンバーも「#華DollHomeMiniLive」タグでAntholicと交流をして盛り上がりました！

TO
PIC
S

新情報も告知解禁!!
#01

5thアルバム「For...」隠されていたトラック７の楽曲が解禁

オンラインイベント【華Doll* Home Mini Live】内で、
華Doll* 1st sesason 〜 Flowering 〜 5巻「For…」でシー
クレット表記となっていたトラック７の楽曲を解禁い
たしました。
解禁された楽曲『Antholic』はAnthosのファンである

Antholicへ感謝の気持ちとAnthosからの愛を込めてつ
くられたファンソングです。メンバー達がファンへの
気持ちを優しく歌う楽曲となっています。
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#02

全アルバムのドラマトラック配信・サブスク解禁！

「華Doll*1st season 〜 Flowering 〜」シリーズ１〜５巻のドラマトラック配信とサブスクが解禁されました！
海外ファンの皆様含め、今までドラマトラックを聴くことが出来なかった多くのファンの方々にも「華Doll*」
の世界をお届けできればと思います。

★2020年7月16日時点配信対象★
・華Doll*1st season 〜 Flowering 〜 1巻「Birth」
・華Doll*1st season 〜 Flowering 〜 2巻「Boxed」
・華Doll*1st season 〜 Flowering 〜 3巻「IDOLls」
・華Doll*1st season 〜 Flowering 〜 4巻「Message」
・華Doll*1st season 〜 Flowering 〜 5巻「For...」

TO
PIC
S

配信場所に関しましては、
「天霧プロダクション公式 HP」内の各アルバム Discography ページをご確認ください。

#03

Anthosメンバーのソロソング「The Way I Am」シリーズ制作決定！

Anthosのソロソング制作が決定しました。
本企画は、ユニット楽曲とは別にメンバーが自身のソロ楽曲制作に関わる新しい試みとなっており、
各シングル曲が「The Way I Amシリーズ」というCDシリーズタイトルで展開されます。
現在、メンバーはそれぞれ制作準備に取り掛かっています。
詳しいリリース時期や詳細については、公式HPやSNSでの続報をお待ちください！

!
t
i
s
s
i
m
t
'
Don

SPECIAL REPORT

11

TO
PIC
S

#04

Loulou*di 活動再開!!

Coming soon

Coming soon

Coming soon

メンバー雨宮快斗（あめみやかいと）の脱退により活動休止中であったスタークラスのユニット「Loulou*di」が
この秋〜冬頃に活動再開を予定しております。
元メンバーであり不動のセンターの烏麻亜蝶（からすまあげは）そして同じく元メンバーの氷薙ルイ（ひなぎる
い）に加え、新しいメンバー 1名をオーディションより選出し、活動休止前と同様の人数である3名で再出発と

TO
PIC
S

なります。

#05

オンラインファンレターポスト設置開始！

天霧プロダクション公式ＨＰからオンラインで所属アーティス
トにファンレターを送れるサービスを開始いたしました！
ファンレターはプロダクションで確認後、アーティスト本人に
お渡しさせていただきます。また、本サービスはファンレター
以外についてはお受けできません。オフィシャルマナーを守っ
たうえでサービスをお楽しみいただけますと幸いです。ファ
ンレターの送信は公式HPのオンラインファンレターポストの
ページからになりますので、チェックしてみてください！
※出演者へのファンレターは受け付けておりません。

TO
PIC
S

#06 「華Doll*」コミカライズ制作決定！

「華Doll*」のコミカライズ制作が決定いたしました。
ドラマとはまた違う、コミックの中で繰り広げられるAnthosのストーリーをご期待ください！

たくさんのご参加ありがとうございました。
今後も「華Doll*」にご期待下さい!!
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SPECIAL REPORT

Anthos FAN×FUN Talks
周年イベントを迎えたAnthosの6人。
イベントパンフレットの座談会に収録できなかった
バックステージの様子＆コメントを特別掲載!!

チセ

CHISE

CV：駒田 航

2
Birthday：1/
Age：21
m
Height：181c
AB
Blood type：
Yellow
：
lor
Image co
ジュアル担当
In charge：ビ iality：
ec
Hobby or Sp
、新しいもの
ファッション

的にシ
したの！ 全体
ぼくが案を出
てくれ
て
今回の衣装は
立
き
引
を
を
、ぼ く 達 自 身
ど
け
だ
ル
プ
ン
装！
カッコいい衣
るとーっても

灯堂理人

TOUDO LIHITO

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 Specialit
y：読書、
武道（居合道）

グッズについてはメン
バーの意見が採用され
た
デザインもある。没に
なったが、マヒロの
あの案
は……なんと言うか凄
かった。

清瀬陽汰

如月 薫

CV：増田俊樹

CV：土岐隼一

KIYOSE HARUTA

Birthday：6/5
Age：18
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

ダンサーさんと振り付けについて遅
くまで話し
合っ たり、その 後メ ンバ ーに スパ
ルタ 指導 した
ら、みんなヘトヘトになってた！
（笑）

結城眞紘

O
YUKI MAHIR
郎
CV：山下誠一

4
Birthday：4/
Age：19
m
4c
Height：17
O
Blood type： Red
r：
Image colo 顔担当
笑
劇、
In charge：
eciality：時代
Hobby or Sp
料理

めてお
ップを硬く締
うペンのキャ
ぎてペ
す
れ
サイン会で使
入
力
と
さんが外そう
ー
ョ
リ
、
ら
いた
ぁ。
には驚いたな
ン壊してたの

KISARAGI KAORU
Birthday：2/7
Age：19
Height：178cm
Blood type：A
lue
Image color：B
ナスイオン担当
In charge：マイ
iality：お菓子
ec
Hobby or Sp
作り、絵を描くこと

張りました。
トレーニングも頑
みなさんと一緒に
と筋トレす
てマヒロやハルタ
レッスン後に残っ
です。
るのが楽しかった

影河凌駕

KAGEKAWA RYOGA

CV：濱野大輝

Birthday：8/31
Age：24
Height：183cm
Blood type：A
Image color：Gre
en
In charge：筋肉担
当
Hobby or Specialit
y：カメラ、
筋トレ

ビジ ュア ル撮 影の
時、カメ ラマ ンさ んに
俺だ け
「もっと可愛く！」っ
てずっと言われてな…
…あ
れは本当に恥ずかしか
った。

FAN × FUN TALKS
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華Doll* 1st season 〜 Flowering 〜 5巻「For...」ポスター
「Flowering」シリーズで彼らがたどり着いた1つの答えとは
1ｓｔシーズン「Flowering 〜 Boys were still in a dream 〜」シリーズのラストを飾る5巻「For...」。
6月26日（金）の発売に先駆け、公式SNSで新たにポスターの絵柄が公開された。
それぞれのペアのポスターには、

5巻のジャケットビジュアルと共に
ペアごとに３つの文が書かれている。
チセと理人のポスターには
「愛とは互いに線を引くもの、愛とは互いを救うもの」
陽汰と薫のポスターには
「同じ方を向かなくても、同じ場所にたどり着けるよ
うに」
そして、凌駕と眞紘のポスターには
「嘘（それ）は彼らを引き離し、真実（それ）は彼らを
繋ぎ合わせた」
これらは、これまでの「Flowering」シリーズ全体の
ストーリーと6人それぞれの
内面的な成長を表現する重要なビジュアルとなって
います。

14

Anthos 5th Album
Flowering

『I know,Who I am』

Lyrics/Music/Arranged by Leeep

『Antholic』

Lyrics/Music/Arranged by Leeep

〜

Boys were still in a dream〜

6.26

and more...

「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.6 2020.7.16発行 発行元●株式会社ムービック

とは
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Photo by 浮花：FUKA
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Anthos
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[Character design] 悌太

※掲載の内容は2020年7月時点の情報です。
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