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報道関係各位 

株式会社 TWIN PLANET 

2018 年 9 月 20 日 

 

「代アニ」モデルにしたアニメ『走り続けてよかったって。』、 

メインビジュアルを公開！  

エンディング主題歌は「HoneyWorks」が手がけた、 

アイドルグループ「＝LOVE」の新曲に決定 

～Amazon Prime Video での先行配信も決定～ 

 

株式会社 TWIN PLANET(本社：東京都渋谷区、代表取締役：矢嶋健二)が製作委員を務める「は

しよか製作委員会」では、代々木アニメーション学院内の声優スクールをモデルとし、福山潤、

野口衣織(=LOVE)、鳥海浩輔らが声優を務めるオリジナルアニメ『走り続けてよかったって。』

(2018 年 10 月 8 日(月)放送開始)において、メインビジュアルを公開いたしました。なお本作品

のキャラクター原案は、クリエイターユニット「HoneyWorks」のヤマコが手がけ、キャラクタ

ーデザインを薄井将生が務めております。 

またエンディング主題歌は、アイドルグループ「＝LOVE (イコールラブ)」が歌う新曲「アイカ

ツハッピーエンド」に決定。楽曲の作詞・作曲・編曲を「HoneyWorks」が手がけ、本作品の世

界観にぴったりな楽曲となっております。 

本作品は全国無料放送の BS11 の放送に加え、Amazon Prime Video の先行配信が新たに決定いた

しました。 

詳しい情報は公式ホームページにてご確認ください。 

 

公式ホームページ：http://hashiyoka.com/ 

公式 Twitter：https://twitter.com/hashiyoka 
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■アニメのメインとなるキャラクター5 人が描かれた華やかなメインビジュアル 

本作品は、代々木アニメーション学院がモデルの声優スクールで、声優になる夢を追いかけなが

ら挫折・葛藤を乗り越え成長していく男女を描いたオリジナルアニメです。福山潤、野口衣織

(=LOVE)、鳥海浩輔ら豪華声優陣をメインキャストに迎えています。 

 

原作のストーリーは、代々木アニメーション学院が総合アニメ専門雑誌「月刊アニメージュ」と

のコラボ企画として学院入学案内書「代アニメージュ」を制作した際にクリエイターユニット

「HoneyWorks」のヤマコが描き下ろした表紙イラストが基となり誕生しました。監督は荒川眞

嗣、シリーズ構成を高橋ナツコ、キャラクターデザインを薄井将生が務めます。 

 

 

■「HoneyWorks」が楽曲提供した「＝LOVE」の新曲がエンディング主題歌に決定 

エンディング主題歌には、アイドルグループ「＝LOVE」が歌う新曲「アイカツハッピーエンド」

に決定しました。「HoneyWorks」が作詞・作曲・編曲した楽曲を、HKT48 指原莉乃と代々木ア

ニメーション学院の共同プロジェクトで誕生した「＝LOVE」が歌います。 

勇気づけてくれる前向きな歌詞に＝LOVE メンバーの元気な歌声が引き立つアップテンポな楽曲

となっております。 

なおオープニング主題歌は「HoneyWorks」がプロデュースする男性アイドルユニット「LIP×

LIP(リップリップ) (勇次郎・愛蔵／CV：内山昂輝・島﨑信長)」の新曲「夢ファンファーレ」と

なっています。 

 

 

＜オープニング主題歌収録 CD 発売情報＞ 

タイトル  ： 夢ファンファーレ 

アーティスト： LIP×LIP (勇次郎・愛蔵／CV：内山昂輝・島﨑信長) 

収録曲   ：＜Type RED【初回仕様限定盤】＞ 

1. 夢ファンファーレ 

2. 恋をしよう 

3. 夢ファンファーレ（Instrumental） 

4. 恋をしよう （Instrumental） 

       ＜Type BLUE【初回仕様限定盤】＞ 

1. 夢ファンファーレ 

2. リペイント 

3. 夢ファンファーレ（Instrumental） 

4. リペイント （Instrumental） 

発売日   ： 2018 年 10 月 10 日(水)  

価格    ： 1,340 円（税込） 

発売元   ： Music Ray'n Inc. 

ホームページ： http://honeyworks.jp 
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＜エンディング主題歌収録 CD 発売情報＞ 

タイトル  ： Want you! Want you! 

アーティスト： ＝LOVE 

収録曲   ：＜Type-A＞ 

 1. Want you! Want you! 

2. 今、この船に乗れ！ 

3. Want you!Want you!(instrumental) 

4. 今、この船に乗れ！(instrumental) 

＜DVD 収録内容＞ 

1. Want you!Want you! Music Video 

2. Want you!Want you! Making Video 

価格    ： 1,500 円（税込） 

＜Type-B＞ 

 1. Want you! Want you! 

2. アイカツハッピーエンド 

3. Want you!Want you!(instrumental) 

4. アイカツハッピーエンド(instrumental) 

＜DVD 収録内容＞ 

1. イコラブ おフランス旅行記 

価格    ： 1,500 円（税込） 

＜Type-C＞ 

 1. Want you! Want you! 

2. 今、この船に乗れ！ 

3. アイカツハッピーエンド 

4. Want you!Want you!(instrumental)  

5. 今、この船に乗れ！(instrumental) 

6. アイカツハッピーエンド(instrumental) 

価格    ： 1,000 円（税込） 

発売日   ： 2018 年 10 月 17 日(水)  

発売元   ： SACRA MUSIC 

ホームページ： http://equal-love.jp/news/detail/958 

 

 

【アニメ『走り続けてよかったって。』詳細】 

タイトル ：走り続けてよかったって。 

放送   ：BS11、Amazon Prime Video 

放送開始日：2018 年 10 月 8 日(月) 26:40～26:55 

※Amazon Prime Video は 10 分前先行配信 
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話数   ：全 4 話(1 話＝15 分) 

主題歌   ：OP…LIP×LIP(勇次郎・愛蔵／CV：内山昂輝・島﨑信長)「夢ファンファーレ」 

ED…＝LOVE「アイカツハッピーエンド」 

 

＜あらすじ＞ 

アニメイベントの朗読会へ友人と訪れた湊。そこで見た声優の演技に心惹かれ、入学した水道橋

アニメーション学院で千歌子と出会う。千歌子は湊が引っ越した部屋の前の住人でもあり、USB

にメッセージを残した本人だった。同じ声優を目指しつつも役に魂を吹き込めないことに葛藤す

る湊と過去のトラウマに怯える千歌子は、お互いを励まし合いながら自分と見つめ合っていく。

そして、成長していく 2 人を見守る先輩の凌太や景たち。立ち止まり、悩んだその先に 2 人が見

つけたものとは―。 

 

＜スタッフ・キャスト＞ 

監督        ：荒川眞嗣 

シリーズ構成    ：高橋ナツコ 

キャラクター原案  ：ヤマコ(HoneyWorks) 

キャラクターデザイン：薄井将生 

プロップデザイン  ：吉田大洋 

色彩設計      ：小島真喜子（スタジオロード） 

美術監督      ：小倉宏昌（小倉工房） 

撮影監督      ：今関舞子（Production I.G） 

編集        ：松原理恵（瀬山編集室） 

音楽        ：HoneyWorks 

音響監督      ：郷田ほづみ 

録音調整      ：福田夏紀 

音響効果      ：安藤由衣、今野康之 

音響制作      ：ダックスプロダクション 

アニメーション制作 ：SIGNAL.MD 

製作        ：はしよか製作委員会 

キャスト      ：福山潤(須山湊 役) 

野口衣織(大森千歌子 役) 

鳥海浩輔(中田凌太 役) 

渕上舞(生駒景 役) 

こいぬ(具志堅栞 役) 

 

 

© HoneyWorks/はしよか製作委員会 
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【会社概要】 

＜株式会社 TWIN PLANET＞ 

代表者 ： 代表取締役 矢嶋健二 

所在地 ： ・東京オフィス 

      東京都渋谷区神宮前 5-46-1 TWIN PLANET South BLDG.(本社) 

      東京都渋谷区神宮前 5-3-13 TWIN PLANET North BLDG.(受付) 

      ・大阪オフィス 

      大阪府大阪市西区北堀江 1-18-7 HARA BLDG.2F 

      ・福岡オフィス 

      福岡県福岡市中央区天神 2 丁目 11-1 PARCO 新館 5F 

      ・愛媛オフィス 

      愛媛県松山市大街道 1-1-5 

設立   ： 2006 年 11 月 1 日 

URL   ： http://tp-co.jp 

Facebook： https://www.facebook.com/twinplanet/ 

事業内容： IP エージェンシーとして、IP(Intellectual Property=知的財産権)を軸に、エンタ

ーテインメント分野において幅広い事業を展開。「ヒト・モノ・コト」などあらゆるコンテンツ

を IP として捉え、市場調査・企画・PR・コンテンツ開発・商品開発・メディア開発などを手掛

ける。また、さまざまなジャンルで活躍する個性的な人材が所属する芸能プロダクションとし

ての側面も持ち、独自のキャラクタービジネスやイベント事業を実施している。 

 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

はしよか製作委員会(株式会社 TWIN PLANET 内) 

担当：簗瀬・羽田 

TEL：03-6427-9681 FAX: 03-6427-9682 

MAIL：pr@twinplanet.co.jp 


