
 

 
 

女性向け癒やしプロジェクト 

『アニマルセラトピア』うたとドラマ CD シリーズ Vol.4 発売！ 

伊東健人、鈴木裕斗からコメント到着！ 

東映アニメーション株式会社（東京都中野区、代表取締役社長 高木勝裕）と株式会社 MAGES.（東京都港区、代表取締役会長 志倉

千代丸、代表取締役社長 本荘健吾）は、女性向け癒やしプロジェクト『アニマルセラトピア』の情報を配信いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アニメーション製作会社として数多くの作品を国内外へ送り出してきた東映アニメーション株式会社と、乙女向けブランド

「LOVE&ART」を展開している株式会社 MAGES.が強力タッグを組んだ、女性向け癒やしプロジェクト『アニマルセラトピア』のうた

とドラマ CD シリーズ Vol.4 が 1 月 27 日に発売を迎えソロ曲が収録される伊東健人さん（ヒノキ役）、鈴木裕斗さん（ネロリ役）から

コメントが到着いたしました！ 

_______________________________        

伊東健人さん（ヒノキ役） 

今作の聴きどころは、何といってもあまり会話をしようとしなかったヒノキがやっとたくさんしゃべります！ドラマにも歌にもヒノキの内

情というか心の内が少しだけ表に出てきていて、少しだけですけれども皆様にヒノキの気持ちが伝わるんじゃないかなと思います。そして、

この後どうなってしまうのか、という続きが気になるところで終わるのですが、改めて Vol.1 から聴いていただくと、この時のヒノキの反

応はこういう事を思っていたんじゃないか、みたいな新しい発見もあるかと思います。ぜひ次回も楽しみにしてくださると嬉しいです。よ

ろしくお願いいたします。 

                        

鈴木裕斗さん（ネロリ役） 

今まで、どういうキャラクターなのか、これまでにどういうことがあったのかということが、まだ知られていないネロリとヒノキにスポッ

トが当たったお話になっています。ドラマでは、細かい台詞なども逃さず聴いていただけると、もしかしたら抱えているものがあるのかな･･･

とかを知っていただける内容になっていると思います。ぜひとも細かいところまで聴いていただきたいです。楽曲も 2 曲まったく色が違う

曲になってますので併せて楽しんでいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 

_______________________________       __ 

 

 そして、Vol.4 の発売を記念して Twitter フォロー&RT キャンペーンを開催中！アニマルセラトピア公式アカウント（@A_theratopia）

をフォロー&対象ツイートを RT していただくと、抽選で“伊東健人さん&鈴木裕斗さん寄書きサイン入り色紙”をプレゼントいたします。 

  

 さらに、ステラワースにて『アニマルセラトピア うたとドラマ CD シリーズ Vol.4 発売記念キャストサイン色紙抽選キャンペーン』

も開催！ステラワース店頭＆通信販売にて、対象商品ご購入 1 枚ごとに応募用紙をお渡しいたします。期間は 2 月 26 日（金）までとな

ります。詳細はステラワースのブログ（http://stellaworth.blog.fc2.com/blog-entry-5448.html）にてご確認ください。 

 

また、Apple Music にて「アニマルセラトピア」うたとドラマ CD シリーズ Vol.1 と Vol.2 のドラマトラックフルサイズ&楽曲の Off 

Vocal をサブスクリプションにて期間限定配信中です。2021 年１月 29 日（金）までとなっておりますので、この機会にぜひ『アニマ

ルセラトピア』の世界をお楽しみください！  

 

【アニマルセラトピア公式サイト】https://animaltheratopia.com/ 

【アニマルセラトピア公式 Twitter】https://twitter.com/a_theratopia （@A_theratopia） 

【うたとドラマ CD シリーズ Vol.4 音楽配信サイト】http://mages.co.jp/musicinfo/anitopi_vol4_cd/ 

 

LOVE＆ART 
Release Information 
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「アニマルセラトピア」うたとドラマ CD シリーズ Vol.4 発売記念 Twitter フォロー&RT キャンペーン 

 
「アニマルセラトピア」うたとドラマ CD シリーズ Vol.4 の発売を記念した、

Twitter のフォロー&RT キャンペーンを実施！アニマルセラトピア【公式】

（@A_theratopia）Twitter をフォローし、対象ツイートを RT していただ

いた方の中から抽選で、下記賞品をプレゼントいたします。 

 

＜＜伊東健人さん、鈴木裕斗さん寄書きサイン色紙 １名様＞＞ 

 

締切：2 月２日（火）23:59 まで 

詳細は公式サイトをご確認ください。 

 

【アニマルセラトピア公式サイト】 

https://animaltheratopia.com/campaign/12/ 
 

ステラワース『アニマルセラトピア うたとドラマ CD シリーズ Vol.4 発売記念キャストサイン色紙抽選キャンペーン』 

 
『「アニマルセラトピア」 うたとドラマ CD シリーズ Vol.4』発売を記念して、抽選会を開催！ 

本作をお買い上げ頂いたお客様を対象にキャストサイン色紙が当たるキャンペーンを行います。 

 

【開催期間】202１年１月 26 日(火)～2021 年 2 月 26 日(金) 

【対象商品】『「アニマルセラトピア」 うたとドラマ CD シリーズ Vol.4』 

【賞品】ヒノキ役：伊東健人さん ネロリ役：鈴木裕斗さん 寄せ書きサイン色紙 

【参加方法】期間中、ステラワースにて対象商品ご購入 1 枚ごとに、応募用紙をお渡しいいたします。ご応募いただいた方の中から抽選

でキャストサイン色紙を 1 枚プレゼント！ 

【詳細】ステラワースブログ：http://stellaworth.blog.fc2.com/blog-entry-5448.html 

 

「アニマルセラトピア」うたとドラマ CD シリーズ Vol.1&Vol.２ Apple Music にてドラマトラック、楽曲 Off Vocal

をサブスクリプション期間限定配信中 

 

現在「アニマルセラトピア」うたとドラマ CD シリーズ Vol.1&Vol.2 のすべてのドラマトラックフルサイズと楽曲の Off Vocal を Apple 

Music のサブスクリプションにて期間限定で配信中です。ぜひこの機会に『アニマルセラトピア』の世界をお楽しみください！ 

配信期間： 2021 年 1 月 29 日（金）まで 

 

＜Apple Music 配信 URL＞ 

■「アニマルセラトピア」うたとドラマ CD シリーズ Vol.1 

https://itunes.apple.com/jp/album/1524600067 

 

■「アニマルセラトピア」うたとドラマ CD シリーズ Vol.2 

https://itunes.apple.com/jp/album/1532181215   

 

※「アニマルセラトピア」うたとドラマ CD シリーズ Vol.2 収録の、【終演後の挨拶～ミルラ～】、【終演後の挨拶～スイートオリーブ～】 

の配信はございません。 

 

音楽配信サイトについて 

音楽配信サイトはこちら >>> http://mages.co.jp/musicinfo/anitopi_vol4_cd/ 

 

【「アニマルセラトピア」うたとドラマシリーズ Vol.4（ダウンロード）】 

1.「アニマルセラトピア」ドラマトラック第 4 夜前編 ※アルバムのみ 

2.「アニマルセラトピア」ドラマトラック第 4 夜後編 ※アルバムのみ 

3. 甘いいたずら 

4. セラピーフィロソフィー 

5. 甘いいたずら（off vocal）           

6. セラピーフィロソフィー（off vocal） 

※1.「アニマルセラトピア」ドラマトラック第 4 夜前編 単曲購入不可 

※2.「アニマルセラトピア」ドラマトラック第 4 夜後編 単曲購入不可 

 

【「アニマルセラトピア」うたとドラマシリーズ Vol.4 Special Edition （ストリーミング）】 

1. ドラマトラック（Vol.4 part１）                            

2. ドラマトラック（Vol.4 part2）                               

3. 甘いいたずら                   

4. セラピーフィロソフィー 

※楽曲と試聴動画用に編集したドラマトラック 
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商品概要 

発売日：2021 年 1 月 27 日（水） 

タイトル：「アニマルセラトピア」うたとドラマ CD シリーズ Vol.4 

出演： ゆず（cv.住谷哲栄）、スイートオリーブ（cv.土岐隼一）、ジンジャー（cv.羽多野渉）、 

ヒノキ（cv.伊東健人）、ネロリ（cv.鈴木裕斗）、ミルラ（cv.小松昌平）、ロータス（cv.広瀬裕也）、管理人（cv.津田健次郎） 

価格：\2,800（税別） 

商品番号：USSW-0252 

発売・販売元：MAGES. 

 

【CD 収録内容】 

01.はじめて、ゆずとヒノキのふたりきり  

02.しつもん、垣間見える素顔  

03.まさかの、結果発表  

04.こうさく、熱い気持ち 

05.しあわせ、過去未来  

06.ネロリソロ曲「セラピーフィロソフィー」うた：ネロリ（cv.鈴木裕斗） 

07.あいさつ、隠した本音 

08.ヒノキソロ曲「甘いいたずら」うた：ヒノキ（cv.伊東健人） 

09.しっそう、ヒノキの姿 

10.終演後の挨拶～ヒノキ～ 

11.終演後の挨拶～ネロリ～ 

 
＜Vol.1,2,3,5 発売日情報＞ 

 

・発売中 「アニマルセラトピア」うたとドラマＣＤシリーズ Vol.1 

品番：USSW-0249 価格：\2,800（税別） 

【CD 収録内容】 

◆ドラマトラック 

◆テーマソング「Welcome to Wonder night！」 

◆ゆずソロ曲「One Step, One Chance」 うた：ゆず（cv.住谷哲栄） 

 

 

・発売中 「アニマルセラトピア」うたとドラマＣＤシリーズ Vol.2 

品番：USSW-0250 価格：\2,800（税別） 

【CD 収録内容】 

◆ドラマトラック 

◆スイートオリーブソロ曲「サンクチュアリ」 うた：スイートオリーブ（cv.土岐隼一） 

◆ミルラソロ曲「Parfect Night」 うた：ミルラ（cv.小松昌平） 

 

 

・発売中 「アニマルセラトピア」うたとドラマＣＤシリーズ Vol.3 

品番：USSW-0251 価格：\2,800（税別） 

【CD 収録内容】 

◆ドラマトラック 

◆ロータスソロ曲「アナザーワールド」 うた：ロータス（cv.広瀬裕也） 

◆ジンジャーソロ曲「Let’s Hang Out！」 うた：ジンジャー（cv.羽多野渉） 

 

 

・2021 年 3 月 31 日発売予定 「アニマルセラトピア」うたとドラマＣＤシリーズ Vol.5 

品番：USSW-0253 価格：\2,800（税別） 

【CD 収録内容】 

◆ドラマトラック 

◆うた 2 曲入り予定 

「アニマルセラトピア」うたとドラマＣＤシリーズ Vol.4 オリジナル店舗特典 

 

アニメイト 「バックヤードミニドラマ CD vol.4」出演：ネロリ（cv.鈴木裕斗）、管理人（cv.津田健次郎） 

      【あらすじ】ゆずが荒らした管理人室を掃除していたネロリはなんだか様子がおかしい。また体調を崩しているのではない

かと心配する管理人。ネロリは元気であると伝えるがぽつりぽつりと管理人へ思いを吐露し始める。一方、管

理人も少しいつもとは違う様子で……。 

 

ステラワース 

2L 判ブロマイド 

 

 

ソフマップ×アニメガ 

缶バッジ（57mm） 



 

Web ラジオ情報 

 

アニメイトタイムズにて「アニトピ WAVE」配信中！ 

「アニマルセラトピア」最新情報や MC とゲストが楽しい&癒やしトークをお届けする番組。いろいろな角度から“癒やし”を提供して

いきます♪ 

メッセージは、番組ページのメッセージフォーム、またはツイッターで 

「#アニトピ」「#アニ波」を付けて、各コーナー名をご記入の上ツイートしてください！  

 

《放送概要》 

タイトル：アニトピ WAVE 

MC：鈴木裕斗（ネロリ役） 

配信情報：月２回・火１８：００～  

《1 月ゲスト情報》 

伊東健人（ヒノキ役） 

《2 月ゲスト情報》 

住谷哲栄（ゆず役）、広瀬裕也（ロータス役） 

 

web ラジオ「アニトピ WAVE」HP：https://www.animatetimes.com/radio/details.php?id=anitopiwave 

アニマルセラトピア公式 Twitter： https://twitter.com/a_theratopia （@A_theratopia） 

 

『アニマルセラトピア』とは 

【あらすじ】 

『Welcome ユートピア！運命のパートナー！』 

 

疲れた貴方が見つけたのは動物たちの理想郷であり出逢いの場所『アニマルセラトピア』 

扉を開けるとそこには…… 

夜は人間の姿になる動物の“彼ら”が……！ 

 

人間と生活を共にすることを夢にみて、運命のパートナーを待ち望んでいるのだった。 

施設では夜な夜な日常生活に疲れた人々と共に、秘密の癒やしの時間が繰り広げられる。 

管理人に拾われた新入りの柴犬ゆずは、人間との生活にずっと恋焦がれている黒猫スイートオリーブに出会

う……！ 

 

【キャスト】 

ゆず（柴犬）：住谷哲栄 

スイートオリーブ（黒猫）：土岐隼一 

ジンジャー（キバタン）：羽多野渉 

ヒノキ（フェレット）：伊東健人 

ネロリ（ウーパールーパー）：鈴木裕斗 

ミルラ（ピグミーマーモセット兄）：小松昌平 

ロータス（ピグミーマーモセット弟）：広瀬裕也 

管理人：津田健次郎 

 

【スタッフ】 

キャラクター原案：中原（『Fate/Prototype 蒼銀のフラグメ

ンツ』『Fate/Grand Order』他） 

キャラクターデザイナー（人間）：松浦麻衣（『KING OF PRISM 

by PrettyRhythm』他） 

キャラクターデザイナー（アニマル）：高道麻樹子（『薄桜鬼～御伽草子～』『パンパカパンツ』他） 

シナリオ：広田光毅（『新テニスの王子様』『薄桜鬼』 他） 

BGM：増田太郎（『痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。』他） 

 

【アニマルセラトピア公式サイト】https://animaltheratopia.com/ 

【アニマルセラトピア公式 Twitter】https://twitter.com/a_theratopia （@A_theratopia） 

【公式 Instagram】https://www.instagram.com/animaltheratopia_official 

 

本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先 

 

LOVE＆ART （株式会社 MAGES.）  コピーライト：©東映アニメーション・MAGES. 
〒108-0073 東京都港区三田 3-13-16 三田 43MT ビル 6F 
宣伝担当：IP ビジネス本部 広報宣伝部 
E-mail dp-ip-pr@mages.co.jp ／ TEL：03-6822-0715 

夜（人間）ver. 昼（動物）ver. 
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