
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

4

5

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

8

8

8

8

8

9

9

12

12

14

17

17

17

19

19

23

25

26

27

31

33

33

40

42

43

57

76

76

85

ホーリーピーク

円企画

サンミュージックプロダクション

エイベックス・ピクチャーズ

テアトル・エコー

ひらたプロダクションジャパン

フォーチュレスト

ダンデライオン
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ライジングプロダクション

IAMエージェンシー
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イエローキャブNEXT
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アニモプロデュース
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響

ミュージックレイン

ホリプロ

スペースクラフト・エンタテインメント

アクロス エンタテインメント

インテンション

シグマ・セブン

アトミックモンキー

マウスプロモーション

大沢事務所

東京俳優生活協同組合

81プロデュース

アイムエンタープライズ

2017年春・夏アニメ メインキャラクター担当者の所属事務所傾

向
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オブジェクト
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ダイスクリエイティブ
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ファンティック
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三木プロダクション
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CV担当数

133 テアトルアカデミー 1

132 じゃがいも村 1

131 文学座 1

130 01familia 1

129 AIR AGENCY 1

128 ALBA 1

127 ATプロダクション 1

126 劇団昴 1

125 新井声作所 1

124 青年座映画放送 1

123 太田プロダクション 1

122 日本テレビ放送網 1

121 ポニーキャニオン 1

120 マックミック 1

119 リトリート 1

118 リマックス 1

117 ビーボ 1

116 リル・ポータ 1

115 海風 1

114 懸樋プロダクション 1

113 ルビーパレード 1

112 ワーナーミュージックエージェンシー 1

111 ワイスプロダクション 1

110 劇団青年座 1

109 e-stone music 1

108 GREE 1

107 G-STAR.PRO 1

106 MILLENNIUM PRO 1

105 PAC 1

104 T・S・P 1

103 UN コミュニケーション 1

102 VOICEプロ・アルカンシェル 1

101 アライズプロジェクト 1

100 アリスプロジェクト 1

99 ウッドパークオフィス 1

98 エイベックス 1

97 オブジェクト 1

96 ガジェットリンク 1

95 カレイドスコープ 1

94 クラッチ 1

93 スターダス・21 1

92 スターダストプロモーション 1

91 ダイスクリエイティブ 1

90 ネクシード 1

89 ヘリンボーン 1

88 プランダス 1

87 ファンティック 1

86 ピクニック 1

85 インプレオ 1

84 スワロウ 1

83 三木プロダクション 2

82 ハニカムエンタテインメント 2

81 フクダ＆Co. 2

80 クレイジーボックス 2

79 エイジアプロモーション 2

78 オフィスPAC 2

77 Zynchro 2

76 アース・スター エンターテイメント 2



75 アシスト 2

74 m&i 2

73 放映新社 2

72 劇団俳優座 2

71 Rush Style 2

70 悟空 2

69 ゆーりんプロ 2

68 リンク・プラン 2

67 プロダクション・タンク 2

66 砂岡事務所 3

65 ホーリーピーク 3

64 Ability Soul Pro 3

63 円企画 3

62 B-Box 3

61 サンミュージックプロダクション 3

60 スーパーエキセントリックシアター 3

59 エイベックス・ピクチャーズ 3

58 アプトプロ 3

57 テアトル・エコー 3

56 ドリーム・ウィーバー 3

55 ひらたプロダクションジャパン 3

54 プロダクション・エース 3

53 フォーチュレスト 4

52 WITH LINE 4

51 ダンデライオン 4

50 ティーズファクトリー 4

49 スタイルキューブ 4

48 ティーズファクトリー 4

47 キャトルステラ 4

46 キングレコード 4

45 尾木プロ THE NEXT 4

44 ぷろだくしょんバオバブ 5

43 レプロエンタテインメント 5

42 office EN-JIN 4

41 ライジングプロダクション 5

40 ピアレスガーベラ 5

39 IAMエージェンシー 5

38 ジャストプロ 5

37 ステイラック 6

36 アミューズ 6

35 オフィスアネモネ 6

34 ケッケコーポレーション 6

33 イエローキャブNEXT 6

32 シグマ・セブンe 7

31 クロコダイル 7

30 S 7

29 アニモプロデュース 8

28 ヒラタオフィス 8

27 プロダクション・タンク 8

26 ケンユウオフィス 8

25 響 8

24 アクセント 9

23 ミュージックレイン 9

22 クレアボイス 12

21 ホリプロ 12

20 アミュレート 14

19 スペースクラフト・エンタテインメント 17

18 劇団ひまわり 17

17 アクロス エンタテインメント 17

16 EARLY WING 19



15 インテンション 19

14 VIMS 23

13 シグマ・セブン 25

12 アクセルワン 26

11 アトミックモンキー 27

10 フリー 31

9 マウスプロモーション 33

8 プロ・フィット 33

7 大沢事務所 40

6 賢プロダクション 42

5 東京俳優生活協同組合 43

4 アーツビジョン 57

3 81プロデュース 76

2 青二プロダクション 76

1 アイムエンタープライズ 85



進撃の巨人　Season 2 (2期) 梶裕貴 VIMS

石川由依 砂岡事務所

井上麻里奈 シグマ・セブン

谷山紀章 賢プロダクション

嶋村侑 賢プロダクション

小林ゆう ホーリーピーク

三上枝織 青二プロダクション

下野紘 アイムエンタープライズ

細谷佳正 フリー

橋詰知久 青二プロダクション

藤田咲 アーツビジョン

神谷浩史 青二プロダクション

小野大輔 フリー

朴口美 円企画

藤原啓治 AIR AGENCY

夏目友人帳 陸 神谷浩史 青二プロダクション

井上和彦 B-Box

小林沙苗 シグマ・セブン

石田 彰 ピアレスガーベラ

堀江一眞 アクセント

木村良平 劇団ひまわり

菅沼久義 青二プロダクション

沢城みゆき 青二プロダクション

佐藤利奈 東京俳優生活協同組合

伊藤美紀 大沢事務所

伊藤栄次 プランダス

正解するカド 斉藤壮馬 81プロデュース

斎藤志郎 文学座

菊池正美 ケンユウオフィス

菅沼久義 青二プロダクション

阪口大助 青二プロダクション

後藤哲夫 円企画

小山剛志 アクロス エンタテインメント

半田裕典 青二プロダクション

甲斐田裕子 賢プロダクション

白石涼子 青二プロダクション

エロマンガ先生 藤田茜 賢プロダクション

松岡禎丞 アイムエンタープライズ

高橋未奈美 東京俳優生活協同組合

大西沙織 アイムエンタープライズ

木戸衣吹 ホリプロ

石川由依 砂岡事務所

島﨑信長 青二プロダクション

小松未可子 ヒラタオフィス

Re:CREATORS(レクリエイターズ) 山下大輝 アーツビジョン

小松未可子 ヒラタオフィス

水瀬いのり キングレコード

日笠陽子 アイムエンタープライズ

村川梨衣 東京俳優生活協同組合

鈴村健一 インテンション

雨宮天 ミュージックレイン

坂本真綾 フォーチュレスト

斧アツシ 大沢事務所

豊崎愛生 ミュージックレイン

冴えない彼女の育てかた♭（フラット） 松岡禎丞 アイムエンタープライズ

安野希世乃 エイベックス・ピクチャーズ

大西沙織 アイムエンタープライズ

茅野愛衣 大沢事務所

矢作紗友里 アイムエンタープライズ

赤崎千夏 81プロデュース



柿原徹也 Zynchro

神撃のバハムート VIRGIN SOUL 諸星すみれ 劇団ひまわり

梅原裕一郎 アーツビジョン

吉野裕行 シグマ・セブン

井上剛 シグマ・セブン

森田成一 青二プロダクション

沢城みゆき 青二プロダクション

岩崎ひろし 劇団青年座

森久保祥太郎 VIMS

潘めぐみ アトミックモンキー

坂本真綾 フォーチュレスト

間宮康弘 ケンユウオフィス

小野賢章 アニモプロデュース

スタミュ (2期) 花江夏樹 アクロス エンタテインメント

小野賢章 アニモプロデュース

ランズベリー・アーサー81プロデュース

細谷佳正 フリー

前野智昭 アーツビジョン

岡本信彦 プロ・フィット

内田雄馬 アイムエンタープライズ

興津和幸 ケッケコーポレーション

KENN ドリーム・ウィーバー

松岡禎丞 アイムエンタープライズ

島﨑信長 青二プロダクション

高梨謙吾 アーツビジョン

梅原裕一郎 アーツビジョン

武内駿輔 81プロデュース

諏訪部順一 東京俳優生活協同組合

平川大輔 フリー

森久保祥太郎 VIMS

鳥海浩輔 アーツビジョン

羽多野渉 81プロデュース

子安武人 ティーズファクトリー

森川智之 アクセルワン

置鮎龍太郎 青二プロダクション

保志総一朗 アーツビジョン

月がきれい 千葉翔也 シグマ・セブンe

小原好美 大沢事務所

田丸篤志 シグマ・セブン

村川梨衣 東京俳優生活協同組合

筆村栄心 スタイルキューブ

金子誠 東京俳優生活協同組合

石見舞菜香 プロ・フィット

鈴木美園 ALBA

千菅春香 ダンデライオン

井上ほの花 オフィスアネモネ

広瀬裕也 アーツビジョン

石井マーク ジャストプロ

熊谷健太郎 東京俳優生活協同組合

白石晴香 ヒラタオフィス

岩中睦樹 マウスプロモーション

東山奈央 インテンション

岡和男 アーツビジョン

井上喜久子 オフィスアネモネ

岩田光央 アクロス エンタテインメント

斎藤千和 アイムエンタープライズ

前川涼子 アトミックモンキー

王室教師ハイネ 植田圭輔 クラッチ

安里勇哉 ルビーパレード

安達勇人 フリー



廣瀬大介 ケッケコーポレーション

蒼井翔太 S

浪川大輔 ステイラック

立花慎之介 アクセルワン

森川智之 アクセルワン

僕のヒーローアカデミア (2期) 山下大輝 アーツビジョン

三宅健太 81プロデュース

岡本信彦 プロ・フィット

佐倉綾音 アイムエンタープライズ

石川界人 プロ・フィット

梶裕貴 VIMS

悠木碧 プロ・フィット

広橋涼 青二プロダクション

井上麻里奈 シグマ・セブン

細谷佳正 フリー

増田俊樹 スペースクラフト・エンタテインメント

畠中祐 賢プロダクション

諏訪部順一 東京俳優生活協同組合

吉野裕行 シグマ・セブン

小桜エツコ リル・ポータ

内山昂輝 劇団ひまわり

稲田徹 青二プロダクション

羽多野渉 81プロデュース

天﨑滉平 アイムエンタープライズ

真坂美帆 ジャストプロ

小笠原早紀 賢プロダクション

沖野晃司 アトミックモンキー

桜あず 01familia

内田真礼 アイムエンタープライズ

木村良平 劇団ひまわり

吉川麻美 GREE

峰岸佳 アトミックモンキー

有頂天家族2 (2期) 櫻井孝宏 インテンション

諏訪部順一 東京俳優生活協同組合

吉野裕行 シグマ・セブン

中原麻衣 アイムエンタープライズ

能登麻美子 大沢事務所

井上喜久子 オフィスアネモネ

梅津秀行 81プロデュース

西地修哉 ヘリンボーン

畠山航輔 ホリプロ

佐倉綾音 アイムエンタープライズ

樋口武彦 砂岡事務所

間島淳司 アイムエンタープライズ

日笠陽子 アイムエンタープライズ

中村悠一 シグマ・セブン

島田敏 青二プロダクション

覆面系ノイズ 早見沙織 アイムエンタープライズ

山下大輝 アーツビジョン

内山昂輝 劇団ひまわり

小野大輔 フリー

高垣彩陽 ミュージックレイン

福山 潤 アクセルワン

サクラダリセット 石川界人 プロ・フィット

花澤香菜 大沢事務所

悠木碧 プロ・フィット

江口拓也 81プロデュース

山田悠希 プロダクション・エース

牧野由依 アミューズ

三澤紗千香 スペースクラフト・エンタテインメント



西山宏太朗 81プロデュース

相坂優歌 アプトプロ

逢田梨香子 賢プロダクション

井口祐一 東京俳優生活協同組合

大原さやか 東京俳優生活協同組合

上田燿司 アミュレート

サクラクエスト 七瀬彩夏 アクセルワン

上田麗奈 81プロデュース

安済知佳 エイベックス・ピクチャーズ

田中ちえ美 シグマ・セブンe

小松未可子 ヒラタオフィス

斧アツシ 大沢事務所

伊沢磨紀 オフィスPAC

小西克幸 賢プロダクション

下野紘 アイムエンタープライズ

濱野大輝 アーツビジョン

ヴィナイ・マーシー インプレオ

森なな子 マウスプロモーション

黒沢ともよ マウスプロモーション

カブキブ！　 市川太一 VIMS

梅原裕一郎 アーツビジョン

逢坂良太 EARLY WING

河西健吾 マウスプロモーション

島﨑信長 青二プロダクション

甲斐田裕子 賢プロダクション

アリスと蔵六 大和田仁美 青二プロダクション

大塚明夫 マウスプロモーション

豊崎愛生 ミュージックレイン

藤原夏海 アーツビジョン

鬼頭明里 プロ・フィット

小清水亜美 アクセルワン

大塚芳忠 クレイジーボックス

広瀬ゆうき サンミュージックプロダクション

能登麻美子 大沢事務所

松風雅也 青二プロダクション

内田秀 リンク・プラン

クロックワーク・プラネット 南條愛乃 office EN-JIN

加隈亜衣 マウスプロモーション

大西沙織 アイムエンタープライズ

松田健一郎 アーツビジョン

千本木彩花 アイムエンタープライズ

BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS三瓶由布子 アクセルワン

菊池こころ ケンユウオフィス

木島隆一 マウスプロモーション

小野賢章 アニモプロデュース

白石涼子 青二プロダクション

阿部 敦 賢プロダクション

竹内順子 尾木プロ THE NEXT

水樹奈々 シグマ・セブン

早見沙織 アイムエンタープライズ

森久保祥太郎 VIMS

川田紳司 賢プロダクション

喧嘩番長乙女-Girl Beats Boys- 山村響 東京俳優生活協同組合

KENN ドリーム・ウィーバー

蒼井翔太 S

細谷佳正 フリー

柿原徹也 Zynchro

前野智昭 アーツビジョン

代永翼 賢プロダクション

近藤隆 ビーボ



グランブルーファンタジー 小野友樹 アトミックモンキー

東山奈央 インテンション

釘宮理恵 アイムエンタープライズ

沢城みゆき 青二プロダクション

平田広明 ひらたプロダクションジャパン

田村ゆかり アミュレート

田中理恵 リトリート

加藤英美里 81プロデュース

杉田智和 アトミックモンキー

伊藤かな恵 青二プロダクション

アイドルマスター シンデレラガールズ劇場大橋彩香 ホリプロ

福原綾香 VIMS

原紗友里 81プロデュース

青木瑠璃子 アトミックモンキー

五十嵐裕美 マウスプロモーション

上坂すみれ スペースクラフト・エンタテインメント

内田真礼 アイムエンタープライズ

ゼロから始まる魔法の書 花守ゆみり m&i

小山剛志 アクロス エンタテインメント

大地 葉 VIMS

加藤将之 賢プロダクション

子安武人  ティーズファクトリー

つぐもも 三瓶由布子 アクセルワン

大空直美 青二プロダクション

久保ユリカ クレアボイス

松井恵理子 IAMエージェンシー

芝崎典子 尾木プロ THE NEXT

機動戦士ガンダム サンダーボルト(第2シーズン)中村悠一 シグマ・セブン

木村良平 劇団ひまわり

古川由利奈 Ability Soul Pro

逢坂良太 EARLY WING

杉田智和 アトミックモンキー

行成とあ アーツビジョン

大原さやか 東京俳優生活協同組合

古川由利奈 Ability Soul Pro

杉田智和 アトミックモンキー

逢坂良太 EARLY WING

ツインエンジェルBREAK M・A・O イエローキャブNEXT

茅野愛衣 大沢事務所

釘宮理恵 アイムエンタープライズ

諏訪彩花 アーツビジョン

藤井ゆきよ 青二プロダクション

ベルセルク (2期) 岩永洋昭 G-STAR.PRO

水原　薫 フリー

日笠陽子 アイムエンタープライズ

興津和幸 ケッケコーポレーション

下野　紘 アイムエンタープライズ

行成とあ アーツビジョン

斎藤千和 アイムエンタープライズ

新井里美 新井声作所

島本須美 フリー

三宅健太 81プロデュース

南條愛乃 office EN-JIN

櫻井孝宏 インテンション

大塚明夫 マウスプロモーション

ラブ米（コメ）-WE LOVE RICE- 石井マーク ジャストプロ

沢城千春 オブジェクト

小森未彩 エイジアプロモーション

玉城仁菜 エイジアプロモーション

草摩そうすけ ジャストプロ



「EASTKING」 榎木淳弥 アトミックモンキー

鈴木裕斗 アミュレート

大河元気 アミュレート

「五穀米」 津田健次郎 アミュレート

杉田智和 アトミックモンキー

マフィア梶田 フリー

原奈津子 クロコダイル

森嶋秀太 響

真坂美帆 ジャストプロ

ひぽー クロコダイル

村北沙織 クロコダイル

齊藤 佳央里 クロコダイル

佐々木李子 ハニカムエンタテインメント

ロクでなし魔術講師と禁忌教典 斉藤壮馬 81プロデュース

藤田茜  賢プロダクション

宮本侑芽 劇団ひまわり

小澤亜李 アイムエンタープライズ

高橋広樹 マックミック

喜多村英梨 EARLY WING

恋愛暴君 青山吉能 81プロデュース

小野賢章 アニモプロデュース

沼倉愛美 アーツビジョン

長野佑紀 EARLY WING

原 由実 アーツビジョン

sin 七つの大罪 喜多村英梨 EARLY WING

藤田茜 賢プロダクション

櫻庭有紗 アーツビジョン

加隈亜衣 マウスプロモーション

日笠陽子 アイムエンタープライズ

小倉唯 クレアボイス

たかはし智秋 フリー

伊藤静 賢プロダクション

田所あずさ ホリプロ

フレームアームズ・ガール 日笠陽子 アイムエンタープライズ

佳穂成美 81プロデュース

綾瀬有 アイムエンタープライズ

長江里加 青二プロダクション

山崎エリイ ホリプロ

山村響 東京俳優生活協同組合

樺山ミナミ 尾木プロ THE NEXT

山村響 東京俳優生活協同組合

阿部里果 VIMS

武装少女マキャヴェリズム 伊藤美来 スタイルキューブ

小日向茜 アミュレート

花井美春 IAMエージェンシー

武藤志織 アーツビジョン

澤田美晴 ケッケコーポレーション

山田悠希 プロダクション・エース

山田奈都美 プロダクション・エース

藤田咲 アーツビジョン

太田哲治 81プロデュース

アトム ザ・ビギニング 中村悠一 シグマ・セブン

寺島拓篤 アクセルワン

井上雄貴 マウスプロモーション

櫻井孝宏 インテンション

小松未可子 ヒラタオフィス

佐倉綾音 アイムエンタープライズ

河西健吾 マウスプロモーション

飛田展男 アーツビジョン

南條愛乃 office EN-JIN



アイドルタイムプリパラ 伊達朱里紗 81プロデュース

大地葉 VIMS

山田唯菜 アクセント

ひなこのーと M・A・O イエローキャブNEXT

富田美憂 アミューズ

小倉唯 クレアボイス

東城日沙子 EARLY WING

高野麻里佳 マウスプロモーション

吉田有里 シグマ・セブンe

アイカツスターズ！(新シリーズ) 富田美憂 アミューズ

朝井彩加 青年座映画放送

宮本侑芽 劇団ひまわり

日笠陽子 アイムエンタープライズ

江口菜子 81プロデュース

ID-0 興津和幸 ケッケコーポレーション

津田美波 青二プロダクション

松風雅也 青二プロダクション

大原さやか 東京俳優生活協同組合

小山力也 劇団俳優座

金元寿子 ぷろだくしょんバオバブ

小澤亜李 アイムエンタープライズ

皆川純子 東京俳優生活協同組合

上田麗奈 81プロデュース

境界のRINNE(第3シリーズ) 石川界人 プロ・フィット

井上麻里奈 シグマ・セブン

山口勝平 悟空

ゆきのさつき 賢プロダクション

沢城みゆき 青二プロダクション

林原めぐみ ウッドパークオフィス

僧侶と交わる色欲の夜に… 原　舞香

鈴城　葉

恋津田蓮也

狂々パーマ

秋山ねりね

銀の墓守り 福山潤 アクセルワン

斉藤佑圭 青二プロダクション

ソード・オラトリア 大西沙織 アイムエンタープライズ

木村珠莉 東京俳優生活協同組合

村川梨衣 東京俳優生活協同組合

高橋未奈美 東京俳優生活協同組合

久保ユリカ クレアボイス

田村睦心 アイムエンタープライズ

川澄綾子 大沢事務所

乃村健次 アクセント

岡本信彦 プロ・フィット

笑ゥせぇるすまん NEW 玄田哲章 81プロデュース

Room Mate 前野智昭 アーツビジョン

花江夏樹 アクロス エンタテインメント

鳥海浩輔 アーツビジョン

リルリルフェアリル～魔法の鏡～ 花守ゆみり m&i

内田彩 アクロス エンタテインメント

日高里菜 大沢事務所

楠田亜衣奈 ダンデライオン

佐藤聡美 青二プロダクション

白井悠介 EARLY WING

豊口めぐみ 81プロデュース

花江夏樹 アクロス エンタテインメント

能登麻美子 大沢事務所

デュエル・マスターズ 小林由美子 フリー

佐藤せつじ 円企画



豊永利行 スーパーエキセントリックシアター

100%パスカル先生 佐藤はな アクロス エンタテインメント

小平有希 賢プロダクション

冨岡美沙子 アクロス エンタテインメント

小林大紀 81プロデュース

武田幸史 アーツビジョン

浜添伸也 アクロス エンタテインメント

丸山有香 賢プロダクション

アキンド星のリトル・ペソ 原涼子 スペースクラフト・エンタテインメント

江口拓也 81プロデュース

桜井敏治 81プロデュース

まけるな!!あくのぐんだん！ 玄田哲章 81プロデュース

山口勝平 悟空

石田彰 ピアレスガーベラ

巽悠衣子 アイムエンタープライズ

トミカハイパーレスキュー ドライブヘッド 機動救急警察藤原夏海 アーツビジョン

國立幸 劇団ひまわり

真堂圭 アクセルワン

三澤紗千香 スペースクラフト・エンタテインメント

アバローのプリンセス エレナ 橋爪 紋佳 アクセント

及川ナオキ スターダス・21

根本泰彦 テアトル・エコー

品田　美穂 ケンユウオフィス

空見ゆき 81プロデュース

富樫美鈴 賢プロダクション

後藤光祐 ケンユウオフィス

高橋 大輔 プロダクション・タンク

おまたかな テアトル・エコー

中村章吾 プロダクション・タンク

粟野志門 テアトル・エコー

地蔵堂 武大 81プロデュース

高坂 宙 アクセント

臼木 健士朗 マウスプロモーション

内野 孝聡 81プロデュース

モンストアニメ(セカンドシーズン) 村田太志 アクロス エンタテインメント

日高里菜 大沢事務所

大地葉 VIMS

鈴木絵里 東京俳優生活協同組合

芳賀由奈

兄に付ける薬はない！ 中村悠一 シグマ・セブン

雨宮天 ミュージックレイン

小野賢章 アニモプロデュース

森の妖精キノコの娘 中野あいみ ライジングプロダクション

岩崎春果 ライジングプロダクション

平塚日菜 ライジングプロダクション

吉澤瑠莉花 ライジングプロダクション

兼次桜菜 ライジングプロダクション

少年アシベ GO!GO!ゴマちゃん 第2シリーズ河村梨恵 ワイスプロダクション

東山奈央 インテンション

津田健次郎 アミュレート

赤﨑千夏 81プロデュース

東山奈央 インテンション

佐倉綾音 アイムエンタープライズ

福島亜美 ワーナーミュージックエージェンシー

古賀葵 81プロデュース

松田颯水 アーツビジョン

北川里奈 三木プロダクション

遊佐浩二 フリー

岸尾だいすけ 青二プロダクション

赤﨑千夏 81プロデュース



津田健次郎 アミュレート

岸尾だいすけ 青二プロダクション

北川里奈 三木プロダクション

終末なにしてますか？ 忙しいですか？ 救ってもらっていいですか？新井良平 青二プロダクション

田所あずさ ホリプロ

Machico ホリプロ

上原あかり キャトルステラ

荒浪和沙 キャトルステラ

水瀬いのり キングレコード

水間友美 マウスプロモーション

久保ユリカ クレアボイス

石見舞菜香 プロ・フィット

木野日菜 アミュレート

小日向茜 アミュレート

井上喜久子 オフィスアネモネ

千葉繁 81プロデュース

小杉十郎太 大沢事務所所

佐藤聡美 青二プロダクション

井上ほの花 オフィスアネモネ

佐藤利奈 東京俳優生活協同組合

麦人 じゃがいも村

18if 島﨑信長 青二プロダクション

子安武人 ティーズファクトリー

名塚佳織 フリー

福圓美里 シグマ・セブン

東山奈央 インテンション

加隈亜衣 マウスプロモーション

浅倉杏美 アーツビジョン

遠藤綾 PAC

田村奈央 東京俳優生活協同組合

折笠富美子 アトミックモンキー

水瀬いのり キングレコード

嶋村侑 賢プロダクション

新田恵海 S

南波志帆 ホリプロ

アクションヒロイン チアフルーツ M・A・O イエローキャブNEXT

村川梨衣 東京俳優生活協同組合

伊藤美来 スタイルキューブ

広瀬ゆうき サンミュージックプロダクション

石田晴香 ホリプロ

山崎エリイ ホリプロ

豊田萌絵 スタイルキューブ

白石晴香 ヒラタオフィス

悪魔城ドラキュラ -キャッスルヴァニア-置鮎龍太郎 青二プロダクション

三木眞一郎 81プロデュース

内田直哉 大沢事務所

下山田綾華 賢プロダクション

アホガール 悠木碧 プロ・フィット

杉田智和 アトミックモンキー

原田彩楓 クレアボイス

上坂すみれ スペースクラフト・エンタテインメント

日笠陽子 アイムエンタープライズ

浪川大輔 ステイラック

八代拓 VIMS

千本木彩花 アイムエンタープライズ

佐藤利奈 東京俳優生活協同組合

M・A・O イエローキャブNEXT

前田玲奈 ステイラック

井口裕香 大沢事務所

イケメン戦国◆時はかけるが恋は始まらない杉田智和 アトミックモンキー



加藤和樹 アシスト

小野賢章 アニモプロデュース

鳥海浩輔 アーツビジョン

増田俊樹 スペースクラフト・エンタテインメント

武内駿輔 81プロデュース

山谷祥生 WITH LINE

梅原裕一郎 アーツビジョン

三浦祥朗 青二プロダクション

赤羽根健治 青二プロダクション

新垣樽助 マウスプロモーション

小西克幸 賢プロダクション

異世界食堂 諏訪部順一 東京俳優生活協同組合

上坂すみれ スペースクラフト・エンタテインメント

大西沙織 アイムエンタープライズ

安野希世乃 エイベックス・ピクチャーズ

伊藤静 賢プロダクション

清川元夢 東京俳優生活協同組合

大塚芳忠 クレイジーボックス

立木文彦 大沢事務所

杉田智和 アトミックモンキー

異世界はスマートフォンとともに。 福原かつみ アクセルワン

内田真礼 アイムエンタープライズ

福緒唯 81プロデュース

赤﨑千夏 81プロデュース

高野麻里佳 マウスプロモーション

山下七海 81プロデュース

上坂すみれ スペースクラフト・エンタテインメント

甲斐田ゆき フリー

縁結びの妖狐ちゃん 羽多野渉 81プロデュース

阿澄佳奈 81プロデュース

金元寿子 ぷろだくしょんバオバブ

米澤円 81プロデュース

桐井大介 大沢事務所

カイトアンサ 加藤和樹 アシスト

櫻井孝宏 インテンション

小野大輔 フリー

天龍源一郎 MILLENNIUM PRO

諏訪部順一 東京俳優生活協同組合

鈴村健一 インテンション

下野紘 アイムエンタープライズ

徳井青空 響

原奈津子 クロコダイル

新田恵海 S

チョー 東京俳優生活協同組合

賭ケグルイ 早見沙織 アイムエンタープライズ

田中美海 81プロデュース

徳武竜也 WITH LINE

若井友希 81プロデュース

奈波果林 アトミックモンキー

伊瀬茉莉也 アクロス エンタテインメント

芹澤優 81プロデュース

杉田智和 アトミックモンキー

鵜殿麻由 カレイドスコープ

福原綾香 VIMS

沢城みゆき 青二プロダクション

活撃 刀剣乱舞 木村良平 劇団ひまわり

濱健人 賢プロダクション

榎木淳弥 アトミックモンキー

山下誠一郎 大沢事務所

櫻井トオル 賢プロダクション



斉藤壮馬 81プロデュース

皆川純子 東京俳優生活協同組合

永塚拓馬 アイムエンタープライズ

機動戦士ガンダム Twilight AXIS 清水理沙 アクセント

阪口周平 アクセント

小野大輔 フリー

増田俊樹 スペースクラフト・エンタテインメント

クリオネの灯り 松村沙友理 乃木坂46

大平峻也 放映新社

原奈津子 クロコダイル

佐々木李子 ハニカムエンタテインメント

飯田里穂 放映新社

鈴木愛奈  IAMエージェンシー

影山灯 IAMエージェンシー

藤田勇紀 VOICEプロ・アルカンシェル

大橋岬 UN コミュニケーション

月野もあ アリスプロジェクト

葵井歌菜 サンミュージックプロダクション

潔癖男子！青山くん 置鮎龍太郎 青二プロダクション

関智一 アトミックモンキー

春野杏 アーツビジョン

保志総一朗 アーツビジョン

阪口大助 青二プロダクション

吉野裕行 シグマ・セブン

杉山紀彰 ステイラック

岸尾だいすけ 青二プロダクション

濱野大輝 アーツビジョン

根谷美智子 フリー

中原麻衣 アイムエンタープライズ

佐藤利奈 東京俳優生活協同組合

浪川大輔 ステイラック

子安武人 ティーズファクトリー

三木眞一郎 81プロデュース

森久保祥太郎 VIMS

野島裕史 シグマ・セブン

ゲーマーズ！ 潘めぐみ アトミックモンキー

金元寿子 ぷろだくしょんバオバブ

石見舞菜香 プロ・フィット

大久保瑠美 81プロデュース

豊永利行 スーパーエキセントリックシアター

恋と嘘 花澤香菜 大沢事務所

牧野由依 アミューズ

逢坂良太 EARLY WING

立花慎之介 アクセルワン

谷山紀章 賢プロダクション

黒沢ともよ マウスプロモーション

喜多村英梨 EARLY WING

コンビニカレシ 寺島拓篤 アクセルワン

神田沙也加 ファンティック

鈴村健一 インテンション

釘宮理恵 アイムエンタープライズ

立花慎之介 アクセルワン

田村ゆかり アミュレート

梶裕貴 VIMS

小清水亜美 アクセルワン

神谷浩史 青二プロダクション

沢城みゆき 青二プロダクション

櫻井孝宏 インテンション

堀江由衣 VIMS

武内駿輔 81プロデュース



西山宏太朗 81プロデュース

永井真里子 賢プロダクション

最遊記RELOAD BLAST  関俊彦 81プロデュース

保志総一朗 アーツビジョン

平田広明 ひらたプロダクションジャパン

石田彰 ピアレスガーベラ

草尾毅 青二プロダクション

山野井仁 懸樋プロダクション

五十嵐麗 Rush Style

幸田夏穂 81プロデュース

斎藤千和 アイムエンタープライズ

諏訪部順一 東京俳優生活協同組合

THE REFLECTION ?ザ・リフレクション?    三木眞一郎 81プロデュース

三上哲 ネクシード

伊瀬茉莉也 アクロス エンタテインメント

花村怜美 ATプロダクション

吉井香奈恵 レプロエンタテインメント

村田寛奈 レプロエンタテインメント

佐武宇綺 レプロエンタテインメント

西脇彩華 レプロエンタテインメント

樫井笙人 81プロデュース

三瓶由布子 アクセルワン

日笠陽子 アイムエンタープライズ

西村知道 アーツビジョン

宮田幸季 81プロデュース

時間の支配者     福山潤 アクセルワン

石川界人 プロ・フィット

釘宮理恵 アイムエンタープライズ

赤羽根健治 青二プロダクション

伊藤静 賢プロダクション

杉田智和 アトミックモンキー

地獄少女 宵伽     能登麻美子 大沢事務所

菅生隆之 フクダ＆Co.

本田貴子 大沢事務所

松風雅也 青二プロダクション

椎名へきる アーツビジョン

さかいかな 尾木プロ THE NEXT

和多田美咲 青二プロダクション

将国のアルタイル 村瀬歩 VIMS

古川慎 スペースクラフト・エンタテインメント

KENN ドリーム・ウィーバー

諏訪部順一 東京俳優生活協同組合

小西克幸 賢プロダクション

緒方賢一 海風

津田健次郎 アミュレート

小林ゆう ホーリーピーク

櫻井孝宏 インテンション

中井和哉 青二プロダクション

内山昂輝 劇団ひまわり

茅野愛衣 大沢事務所

島﨑信長 青二プロダクション

岡本信彦 プロ・フィット

佐藤拓也 賢プロダクション

日笠陽子 アイムエンタープライズ

スカートの中はケダモノでした。 花影蛍

皐月栞

金部影人

原舞香 テアトルアカデミー

せいぜいがんばれ！魔法少女くるみ 林勇 賢プロダクション

羽多野渉 81プロデュース



寺島拓篤 アクセルワン

久保ユリカ クレアボイス

関太 太田プロダクション

戦姫絶唱シンフォギアAXZ 悠木碧 プロ・フィット

水樹奈々 シグマ・セブン

高垣彩陽 ミュージックレイン

日笠陽子 アイムエンタープライズ

南條愛乃 office EN-JIN

茅野愛衣 大沢事務所

井口裕香 大沢事務所

久野美咲 大沢事務所

石川英郎 青二プロダクション

保志総一朗 アーツビジョン

赤羽根健治 青二プロダクション

瀬戸麻沙美 シグマ・セブン

寿美菜子 ミュージックレイン

蒼井翔太 S

日高里菜 大沢事務所

セントールの悩み     桑原由気 マウスプロモーション

深川芹亜 アクセルワン

白石晴香 ヒラタオフィス

鎌倉有那 アライズプロジェクト

綾瀬有 アイムエンタープライズ

桐生朱音 アミュレート

宮島えみ アクセント

黒木ほの香 スターダストプロモーション

大泊貴揮 マウスプロモーション

本橋大輔 VIMS

矢野智也 賢プロダクション

ソニックトゥーン     金丸淳一 81プロデュース

広橋涼 青二プロダクション

神奈延年 青二プロダクション

川田妙子 フリー

悠木碧 プロ・フィット

DIVE!!     梶裕貴 VIMS

櫻井孝宏 インテンション

中村悠一 シグマ・セブン

名塚佳織 フリー

逢坂良太 EARLY WING

内山昂輝 劇団ひまわり

小林裕介 ゆーりんプロ

杉田智和 アトミックモンキー

小野賢章 アニモプロデュース

蒼井翔太 S

河西健吾 マウスプロモーション

木村良平 劇団ひまわり

日高里菜 大沢事務所

小西克幸 賢プロダクション

羽多野渉 81プロデュース

徒然チルドレン 石川界人 プロ・フィット

水瀬いのり キングレコード

前野智昭 アーツビジョン

小倉唯 クレアボイス

小野賢章 アニモプロデュース

佐倉綾音 アイムエンタープライズ

熊谷健太郎 東京俳優生活協同組合

三宅晴佳 アイムエンタープライズ

花澤香菜 大沢事務所

天崎滉平 アイムエンタープライズ

戸松遥 ミュージックレイン



浪川大輔 ステイラック

天使の3P！     大野柚布子 マウスプロモーション

遠藤ゆりか スワロウ

古賀葵 81プロデュース

井上雄貴 マウスプロモーション

日高里菜 大沢事務所

伊藤かな恵 青二プロダクション

大川透 マウスプロモーション

花澤香菜 大沢事務所

井口裕香 大沢事務所

てーきゅう(第9期) 渡部優衣 ダンデライオン

三森すずこ 響

鳴海杏子 フリー

花澤香菜 大沢事務所

ドリフェス！ 2ndシーズン     高橋李依 81プロデュース

大橋彩香 ホリプロ

菅原慎介 クレアボイス

内匠靖明 東京俳優生活協同組合

興津和幸 ケッケコーポレーション

伊藤静 賢プロダクション

ナナマル サンバツ     堀江瞬 プロ・フィット

川島海荷 レプロエンタテインメント

石川界人 プロ・フィット

佐藤拓也 賢プロダクション

畠中祐 賢プロダクション

松田颯水 アーツビジョン

永塚拓馬 アイムエンタープライズ

M・A・O イエローキャブNEXT

八代拓 VIMS

白井悠介 EARLY WING

室元気 スペースクラフト・エンタテインメント

山谷祥生 WITH LINE

東城日沙子 EARLY WING

もものはるな 東京俳優生活協同組合

増田俊樹 スペースクラフト・エンタテインメント

榎木淳弥 アトミックモンキー

岩瀬周平 Ability Soul Pro

長尾明希 オフィスPAC

羽多野渉 81プロデュース

鈴木達央 アイムエンタープライズ

佐倉綾音 アイムエンタープライズ

前野智昭 アーツビジョン

岸尾だいすけ 青二プロダクション

古川慎 スペースクラフト・エンタテインメント

緑川光 青二プロダクション

桝太一 日本テレビ放送網

生放送アニメ 直感×アルゴリズム♪     鈴木みのり e-stone music

岩井映美里 アイムエンタープライズ

NEW GAME!!     高田憂希 マウスプロモーション

日笠陽子 アイムエンタープライズ

茅野愛衣 大沢事務所

山口愛 劇団ひまわり

戸田めぐみ ケンユウオフィス

竹尾歩美 シグマ・セブンe

朝日奈丸佳 81プロデュース

森永千才 シグマ・セブンe

喜多村英梨 EARLY WING

大和田仁美 青二プロダクション

石見舞菜香 プロ・フィット

名塚佳織 フリー



鈴木亜理沙 アイムエンタープライズ

捏造トラップ-NTR-     加隈亜衣 マウスプロモーション

五十嵐裕美 マウスプロモーション

小野大輔 フリー

逢坂良太 EARLY WING

ノラと皇女と野良猫ハート 高森奈津美 プロ・フィット

仙台エリ アミュレート

浅川悠 フリー

種﨑敦美 ダイスクリエイティブ

山岡ゆり ホーリーピーク

大地葉 VIMS

大橋歩夕 キャトルステラ

木村珠莉 東京俳優生活協同組合

益山武明 賢プロダクション

はじめてのギャル     浅沼晋太郎 ダンデライオン

長久友紀 青二プロダクション

喜多村英梨 EARLY WING

竹達彩奈 リンク・プラン

小倉唯 クレアボイス

豊永利行 スーパーエキセントリックシアター

赤羽根健治 青二プロダクション

白石稔 ガジェットリンク

荒浪和沙 キャトルステラ

原奈津子 クロコダイル

バチカン奇跡調査官     岡本信彦 プロ・フィット

諏訪部順一 東京俳優生活協同組合

江原正士 青二プロダクション

斉藤壮馬 81プロデュース

遊佐浩二 フリー

安元洋貴 シグマ・セブン

代永翼 賢プロダクション

バトルガール ハイスクール 洲崎綾 アイムエンタープライズ

佐倉綾音 アイムエンタープライズ

雨宮天 ミュージックレイン

東山奈央 インテンション

上坂すみれ スペースクラフト・エンタテインメント

早見沙織 アイムエンタープライズ

本渡楓 アイムエンタープライズ

下地紫野 青二プロダクション

内山夕実 大沢事務所

南條愛乃   office EN-JIN

田村睦心 アイムエンタープライズ

久野美咲 大沢事務所

五十嵐裕美 マウスプロモーション

悠木碧 プロ・フィット

木戸衣吹   ホリプロ

加藤英美里 81プロデュース

原田ひとみ フリー

内田真礼 アイムエンタープライズ

ピコ太郎のララバイラーラバイ  ピコ太郎 エイベックス

ひとりじめマイヒーロー 前野智昭 アーツビジョン

増田俊樹 スペースクラフト・エンタテインメント

立花慎之介 アクセルワン

松岡禎丞 アイムエンタープライズ

ひなろじ～from Luck & Logic～     朝日奈丸佳 81プロデュース

山村響 東京俳優生活協同組合

高森奈津美 プロ・フィット

三森すずこ 響

植田佳奈 アイムエンタープライズ

小倉唯 クレアボイス



湯浅かえで アクロス エンタテインメント

内田真礼 アイムエンタープライズ

大橋彩香 ホリプロ

佐々木未来 響

相沢舞 青二プロダクション

高柳知葉 プロ・フィット

矢島晶子 フリー

種﨑敦美 東京俳優生活協同組合

小山力也 劇団俳優座

松井恵理子 IAMエージェンシー

西本りみ 響

橘田いずみ 響

尾崎由香 響

三宅麻理恵 プロ・フィット

Fate/Apocrypha 花江夏樹 アクロス エンタテインメント

坂本真綾 フォーチュレスト

内山昂輝 劇団ひまわり

沢城みゆき 青二プロダクション

早見沙織 アイムエンタープライズ

遊佐浩二 フリー

古川慎 スペースクラフト・エンタテインメント

稲田徹 青二プロダクション

鶴岡聡 リマックス

真堂圭 アクセルワン

諏訪部順一 東京俳優生活協同組合

武内駿輔 81プロデュース

置鮎龍太郎 青二プロダクション

大久保瑠美 81プロデュース

宮本充 劇団昴

野中藍 青二プロダクション

丹下桜 ピクニック

乃村健次 アクセント

檜山修之 アーツビジョン

赤﨑千夏 81プロデュース

小林裕介 ゆーりんプロ

大川透 マウスプロモーション

石上静香 プロ・フィット

加藤英美里 81プロデュース

中原麻衣 アイムエンタープライズ

プリンセス・プリンシパル 今村彩夏 WITH LINE

関根明良 アプトプロ

大地葉 VIMS

影山灯 IAMエージェンシー

古木のぞみ マウスプロモーション

菅生隆之 フクダ＆Co.

沢城みゆき 青二プロダクション

山崎たくみ T・S・P

土師孝也 アプトプロ

飯田友子 アイムエンタープライズ

ボールルームへようこそ     土屋神葉 劇団ひまわり

佐倉綾音 アイムエンタープライズ

岡本信彦 プロ・フィット

森川智之 アクセルワン

富田健太郎 アミューズ

諸星すみれ 劇団ひまわり

魔法陣グルグル     石上静香 プロ・フィット

小原好美 大沢事務所

小西克幸 賢プロダクション

大地葉 VIMS

藤井ゆきよ 青二プロダクション



櫻井孝宏 インテンション

大西沙織 アイムエンタープライズ

岡本信彦 プロ・フィット

石田彰 ピアレスガーベラ

マーベル フューチャー・アベンジャーズ    花輪英司 ケンユウオフィス

中谷一博 インテンション

加瀬康之 大沢事務所

松田健一郎 アーツビジョン

水橋かおり アーツビジョン

金田アキ フリー

田丸篤志 シグマ・セブン

木村珠莉 東京俳優生活協同組合

無責任ギャラクシー☆タイラー     小出ひかる アース・スター エンターテイメント

高尾奏音 アース・スター エンターテイメント

樋口日奈 乃木坂46

江口拓也 81プロデュース

諏訪彩花 アーツビジョン

新田恵海 S

メイドインアビス     富田美憂 アミューズ

伊瀬茉莉也 アクロス エンタテインメント

井澤詩織 EARLY WING

田村睦心 アイムエンタープライズ

沼倉愛美 アーツビジョン

塙愛美 B-Box

村田太志 アクロス エンタテインメント

坂本真綾 フォーチュレスト

妖怪アパートの幽雅な日常     阿部敦 賢プロダクション

中村悠一 シグマ・セブン

子安武人 ティーズファクトリー

沢城みゆき 青二プロダクション

石田彰 ピアレスガーベラ

中井和哉 青二プロダクション

森川智之 アクセルワン

杉田智和 アトミックモンキー

速水奨 Rush Style

遊佐浩二 フリー

釘宮理恵 アイムエンタープライズ

田村睦心 アイムエンタープライズ

ようこそ実力至上主義の教室へ     千葉翔也 シグマ・セブンe

鬼頭明里 プロ・フィット

久保ユリカ クレアボイス

M・A・O イエローキャブNEXT

竹達彩奈 ポニーキャニオン

逢坂良太 EARLY WING

岩中睦樹 マウスプロモーション

日高里菜 大沢事務所

日野聡 アクセルワン

東山奈央 インテンション

若山晃久 シグマ・セブンe

小松未可子 ヒラタオフィス

梅原裕一郎 アーツビジョン

小原好美 大沢事務所

佐藤利奈 東京俳優生活協同組合

金元寿子 ぷろだくしょんバオバブ

岩澤俊樹 アイムエンタープライズ

竹内栄治 アーツビジョン

阿部大樹 EARLY WING

郷田翼 プロ・フィット

水中雅章 ぷろだくしょんバオバブ

RWBY Volume 1-3: The Beginning     早見沙織 アイムエンタープライズ



日笠陽子 アイムエンタープライズ

嶋村侑 賢プロダクション

小清水亜美 アクセルワン

下野紘 アイムエンタープライズ

洲崎綾 アイムエンタープライズ

豊口めぐみ 81プロデュース

斉藤壮馬 81プロデュース

前野智昭 アーツビジョン

中島ヨシキ 81プロデュース

潘めぐみ アトミックモンキー

川澄綾子 大沢事務所

甲斐田裕子 賢プロダクション

三木眞一郎 81プロデュース

井上麻里奈 シグマ・セブン

緑川光 青二プロダクション

中村悠一 シグマ・セブン

井上和彦 B-Box

浅野真澄 青二プロダクション

てらそままさき マウスプロモーション

平田広明 ひらたプロダクションジャパン

堀内賢雄 ケンユウオフィス

井上喜久子 オフィスアネモネ

ROBOMATERS THE ANIMATED SERIES山下大輝 アーツビジョン

梅原裕一郎 アーツビジョン

Lynn アーツビジョン

大久保瑠美 81プロデュース

落合福嗣 青二プロダクション

武内駿輔 81プロデュース

青木瑠璃子 アトミックモンキー

木村昴 アトミックモンキー

濱野大輝 アーツビジョン


