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「新世紀エヴァンゲリオン」「カードキャプターさくら」で 

活躍する声優、緒方恵美のアニソンカバーアルバム制作支援 

クラウドファンディングがスタート！ 

先行開始した日本では、わずか 100 分で 10 万ドル達成！ 

 

 
 

Tokyo Otaku Mode Inc.（米国デラウェア州 代表 亀井智英、CEO 小高奈皇光、以下 TOM）は、 

声優であり歌手でもある緒方恵美さんのアニソンカバーアルバム「アニメグ。25th」の制作プロジェ

クトを、運営する海外向けのクラウドファンディングプラットフォーム「Tokyo Mirai Mode 

https://miraimode.com/projects/animeg25th 」にて、5月 18 日 19 時（PDT）より開始します。 

また、調達開始の 30 分前から、緒方さん本人が出演する Live streaming 配信を Tokyo Otaku Mode 

Facebook ページ上（https://www.facebook.com/tokyootakumode/）で行いプロジェクトを盛り上げ

ていきます。 

 

今回のプロジェクトは、日本最大級のクラウドファンディングプラットフォーム CAMPFIRE を展開す

る株式会社 CAMPFIRE（本社：東京都渋谷区 / 代表取締役社長：家入一真）との合同プロジェクトで

す。5月 12 日に日本向けに先行して開始した CAMPFIRE では、わずか 90 分で目標金額の 1000 万円

（約 9万ドル）を突破、5日経過現在で、2000 万円の支援が集まっています。 

 

本プロジェクトは、アニメ「幽☆遊☆白書」蔵馬役で声優としてデビューし、「美少女戦士セーラー

ムーン」天王はるか（セーラーウラヌス）役や「カードキャプターさくら」月城雪兎役、「新世紀エ

ヴァンゲリオン」碇シンジ役など、数々のアニメで活躍し、3オクターヴ強のパワフルな歌声でシン

ガーとしても活躍し続けている緒方恵美さんのアニソンカバーアルバム制作プロジェクトです。彼女



 
のデビュー25 周年記念企画として、緒方恵美出演作品および関連楽曲からセレクトしたアニソンカ

バーアルバムを制作・リリースし、世界中のファンに届けるための支援を募集します。 

 

 

▶なぜクラウドファンディングを使ってアルバムを作るのか？ 

緒方さんが考える理由は大きく 2つです。 

１ 海外のファンに、正規品を、日本のファンと同時にお届けしたい。 

２ 海外のみなさんにも、日本のみんなにも、私達が置かれている現状を、知って貰いたかったから。 

日本の音楽や映像は、海外において正規の流通ルートが希薄で、高額な送料の個人輸入や海賊版の横

行、違法配信での視聴が多くなっているのが現状です。 

ずっと応援してきてくれた世界中のファンに、正規の“ジャパニーズ・クオリティ”の商品を届けた

い……この流通の壁をどうにか越えられないかと、もどかしい想いを抱えてきた緒方さんが思い当た

ったのが「クラウドファンディング」でした。クラウドファンディングの「リターン」というカタチ

なら、流通の壁を越えられるのではないか。上記 2つの目標を達成した末には、「日本の制作の現状

を伝え、海外の心あるアニメ・ゲーム・声優ファンの皆さんに、できる限り『正規品』（有料配信等

を含む）を利用して頂く・選んで頂くことを、お願いしていきたい」と緒方さんは訴えます。 

  

 
 

＜プロジェクト概要＞ 

名称：【緒方恵美、声優デビュー25 周年記念企画】国内＆海外、同時に正規 CD を届けたい 

出品期間：5月 18 日（木）19 時 ～7月 10 日 7時 59 分（月）（PDT） 

プロジェクトページ：Tokyo Mirai Mode URL : https://miraimode.com/projects/animeg25th 

 

 

 



 
＜リワードについて＞ 

A. $5 

・お礼のメール 

 

B. $39 

・「アニメグ 25th」 

・ お礼カード（印刷） 

 

C. $99（限定数 500） 

・「アニメグ 25th」 

・直筆サイン入りお礼カード 

・CF 限定・オリジナルステッカー「作戦参加証」 

・CF 限定配布本・緒方恵美 25 周年記念個人同人誌〜中の人が描く外の人〜（24P 以上想定） 

 

D. $149（限定数 300） 

・「アニメグ 25th」 

・直筆サイン入りお礼カード 

・CF 限定・オリジナルステッカー「作戦参加証」 

・支援者限定男女ボディーが選べるオリジナル Tシャツ（S~XXL） 

・CF 限定配布本・緒方恵美 25 周年記念個人同人誌〜中の人が描く外の人〜（24P 以上想定） 

 

E. $240（限定数 200） 

・「アニメグ 25th」 

・直筆サイン入りお礼カード 

・CF 限定・オリジナルステッカー「作戦参加証」 

・支援者限定男女ボディーが選べるオリジナル Tシャツ（S~XXL） 

・CF 限定配布本・緒方恵美 25 周年記念個人同人誌〜中の人が描く外の人〜（24P 以上想定） 

・アルバムに SPECIAL THANKS にお名前を掲載 

 

F. $340（限定数 20） 

・「アニメグ 25th」 

・直筆サイン入りお礼カード 

・CF 限定・オリジナルステッカー「作戦参加証」 

・支援者限定男女ボディーが選べるオリジナル Tシャツ（S~XXL） 

・CF 限定配布本・緒方恵美 25 周年記念個人同人誌〜中の人が描く外の人〜（24P 以上想定） 

・アルバムに VERY SPECIAL THANKS にお名前を掲載 

・ あなたの名前で緒方恵美が起こしてくれる目覚まし時計 

 

＜アルバム収録曲一覧＞ 

タイトル：「アニメグ。25th」 

内容：アニソンカバーアルバム（緒方恵美出演作品・関連楽曲からセレクト） 

収録予定曲＆出典作品： 

「太陽がまた輝くとき」 …幽☆遊☆白書 

「ムーンリベンジ」 …劇場版美少女戦士セーラームーン R 

「プラチナ」 …カードキャプターさくら 



 
「Komm, süsser Tod」 …新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air/まごころを、君に 

「Drivers High」 …GTO 

「不完全燃焼」 …神様ドォルズ 

「My Soul, Your Beats!」 …Angel Beats!  

「？？？」 …？？？ 

「神様のいたずら」 …たまゆら〜hitotose〜 

「バイバイ YESTERDAY」 …暗殺教室 

 

＜緒方恵美プロフィール＞ 

緒方恵美（おがためぐみ） 

6 月 6 日生まれ。愛称：オガタ、アニキ、漢八段。 

アニメ「幽☆遊☆白書」蔵馬役で声優デビュー。少年少女から大人の男女、シリアス・コミカルあら

ゆる役柄を自然体で演じる幅の広さを持つ。また艶のある低音から高音まで 3オクターヴ強の、パワ

フルでソウルフルなボーカルで、シンガーとしても活躍。近年では、聴く人の背中を熱く優しく押す

「エール・ロック」アルバムを多数発表。国内は勿論、海外でも精力的にライブ活動を行っている。

最新アルバム「real/dummy」は、ハイレゾ版・初週ウィークリー1位を獲得。 

代表作： 

「幽☆遊☆白書」蔵馬役 

「美少女戦士セーラームーン」天王はるか（セーラーウラヌス）役 

「新世紀エヴァンゲリオン」碇シンジ役 

「Angel Beats!」直井文人役 

「ダンガンロンパ」苗木誠・狛枝凪斗役 他多数 

 

 

＜Tokyo Mirai Mode について＞ 

日本の文化、伝統、技術に新しい価値を付加したプロダクトを、国境を超え

てグローバルに発信したり、クラウドファンディング形式で支援を募ること

ができるプラットフォーム。約 2000 万人の海外ファンが登録し、日本のポッ

プカルチャーの最新ニュースやコンテンツを発信する世界最大級の Facebook

ページを持つ Tokyo Otaku Mode Inc.が運営しています。世界 130 以上の国と

地域に販売、配送実績がある越境 EC の仕組みや、メディア発信力、また海外

向けクラウドファンディングのコンサルティングで培ってきたノウハウを活

かし、プロジェクトオーナーの海外進出をサポートしています。 

全世界対応型クラウドファンディング・プラットフォーム「Tokyo Mirai Mode」：

https://miraimode.com/ 

 

＜CAMPFIRE について＞ 

充実のサポート体制で誰でも安心してプロジェクトを始めることができる、日本最大のクラウドファ

ンディング・プラットフォーム。プロジェクト掲載数・PV 数で国内 No.1 を誇り、大手企業や著名な

アーティストはもちろんのこと、個人の方や学生にもご利用いただいております。これまでに 5,500

件以上のプロジェクトを掲載し、プロジェクトに対する総支援者数は約 20 万人、流通金額は 20 億円

に達しました。お金と社会をもっとなめらかにし、誰しもが声をあげられる世の中、そして誰しもに

「居場所と出番」がある世界を目指します。 

クラウドファンディング・プラットフォーム「CAMPFIRE」：https://camp-fire.jp 

 

＜Tokyo Otaku Mode について＞ 



 
Tokyo Otaku Mode（TOM）は、1,950 万 Like!を得ている（2017 年 5 月現在）Facebook ページを通じ

て、日本のアニメやマンガなどの最新ニュースやイベントレポート、関連グッズなど、日本のポップ

カルチャーコンテンツを世界に紹介しています。また、海外向け Eコマースサイト「Tokyo Otaku 

Mode Shop」では、TOM がセレクトする日本のアニメやマンガなどに関連するグッズを正規メーカー

から直接仕入れ、海外向けに販売しています。他にも TOM に参加する国内外のクリエイターの協力の

もとに商品化した TOM オリジナルグッズなども販売しており、すでに世界 130 カ国以上のお客様に商

品をお届けしています。そして、これまで培ってきた海外向けビジネスのノウハウを活かし、企業の

海外展開やインバウンド向け事業をサポートするサービスもおこなっています。「オタク文化で世界

をハッピーに」をビジョンに掲げ、世界中の日本のポップカルチャーファンの皆さんの生活をより充

実したものとすべく、世界のエンタテインメント市場に新しい価値を提供していきます。 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

企業名：Tokyo Otaku Mode Inc. 

Email:press@tokyootakumode.com 

 

 

 


