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声にまつわるすべてをプロデュース
《TFC VOICEサービス＆事例資料 ver.2021.12》
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About 「TFC VOICE」

東北新社は創業以来、数多くのコンテンツ制作に関わってきました。
その出発地点は海外ドラマの日本語版吹替制作でした。
今では吹替版制作からアニメやゲームの音響制作まで、その技術
力・演出力をいかんなく発揮､音声コンテンツ制作の業界で常に
トップランカーです｡

ところでここ数年、アメリカやヨーロッパで始まったPodcast人気
を反映して、日本でも急激に音声コンテンツの人気が上昇していま
す。それに伴って様々な企業が音声コンテンツを広告などに活用し
ようとトライアルをしています。
ただまだまだ音声コンテンツの「作り方」や「活用方法」のノウハ
ウが少ないことから、各社とも模索している状態なのではないで
しょうか。

このような市場を背景に、音響制作やコンテンツ制作、また映像や
プロモーションなどの広告企画に長年携わってきた東北新社が各分
野のノウハウを統合し、音声コンテンツの制作とマーケットでの活
用についてのご提案やご提供を開始することにいたしました。

声にまつわるすべてのご要望をプロデュースして世に送り出す。
それが「TFC VOICE」です。
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業界トップシェアを誇る映像やゲームをはじめ、近年ではイベント
登壇など幅広いジャンルで人気声優のキャスティングを行っていま
す。また約90名の声優が所属する「オフィスPAC」や、多くの声優
を輩出する「映像テクノアカデミア」を傘下に持ち、さらに声優の
オーディション企画「キミコエ・オーディション」を主催するなど、
声優の育成から輩出にも尽力しています。

TFC VOICEを支える４つの実績

テレビ番組の企画・制作ではドキュメンタリーからドラマまで幅広
いジャンルを制作。数多くの人気番組の実績があります。その経験
を活かして企業VPやWEB用コンテンツも手掛けています。
またCM制作では業界トップクラスの制作実績を誇り、国内外で数
多くの賞を受賞するなど、確かな実績を挙げています。

約60年の伝統と実績を誇る東北新社の創業母体の事業。洋画や海外
ドラマ、アニメやゲームなど数多くの作品の吹替版制作や音響制作
を手掛け、業界トップのシェアを誇っています。制作・翻訳・演出
の主要スタッフを社内に擁し、一貫した制作体制を整えています。

クライアントの課題を解決するプロモーションの企画立案・制作・
実施運営を行っています。映像コンテンツやWEB、イベントなどを
クロスさせたミクストメディアで広告自体が話題となる企画などで
高いKPIを提供してきました。

声優キャスティング
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映像コンテンツ
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音声演出
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プロモーション
プランニング
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EVENT
声優イベント「声優紅白歌合戦」

声優紅白2019出演者
平野綾/武内駿輔/大塚明夫/岩男潤子/堀内賢雄
井上喜久子/平川大輔/井上ほの花/黒田崇矢
日高のり子/中川翔子/井上和彦/内田直哉/勝杏里
飯島肇/笠原弘子/横山智佐/関智一/秋元羊介
小松未可子/豊永利行/諏訪部順一/植田佳奈（順不同）

声優紅白サンライズ ONLINE LIVE出演者
阪口大助/浪川大輔/古谷徹/郷田ほづみ/井上和彦
矢尾一樹/伊倉一恵/田中真弓/草尾毅/金丸淳一/関俊彦
松本梨香/高乃麗/折笠愛/井上喜久子/檜山修之
野島裕史/田中理恵/ゆかな（順不同）
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声優の中田譲治さんが発起人となり、
声優による声優ファンのための祭典として
2019年よりスタートしたコンサート。
若手からベテランまで幅広い声優陣が出演。

https://seiyu-kouhaku.jp/

https://seiyu-kouhaku.jp/
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AUDITION
声優オーディション

第1回キミコエ・オーディション（2016～2017年）
声優・アーティストとしてデビューを目指す14歳～25歳の女性を対象にしたオーディション。約3,000名の応募
者の中から6名の合格者が決定。合格者は、2017年公開の劇場アニメーション『きみの声をとどけたい』にメイ
ンキャストとして出演し声優デビューしたほか、声優ユニット「NOW ON AIR」としてCDデビューも果たした。

第2回キミコエ・オーディション（2018～2019年）
声優を目指す18歳～29歳の男性を対象にしたオーディション。約1,200名の応募者の中から、グランプリ1
名、準グランプリ1名が決定。合格者は、TVアニメ『啄木鳥探偵處』のメインキャストとして出演し声優デ
ビューを果たした。
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声優オーディションの合格者は、新作アニメの主役としてデビュー！
東北新社「TFC VOICE」が主催する「キミコエ・オーディション」
プロジェクト。

https://kimikoe.com/

https://kimikoe.com/
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VOICE ACTOR UNIT
声優ユニット「NOW ON AIR」

第1回キミコエ・オーディションの合格者６名、飯野美紗子、岩淵桃音、
片平美那、神戸光歩、鈴木陽斗実、田中有紀による声優ユニット。
劇場アニメ『きみの声をとどけたい』のイメージソングである「この声が
届きますように」でデビュー。エンディング主題歌「キボウノカケラ」を
2ndシングルとして発売。これまで6枚のシングル、1枚のアルバムをリ
リース。
「声」に特化したあらゆる方法で「声の力」を届ける「超応援型コトダマ
発信ユニット」として、 TVアニメ主題歌の担当や、イベント、ライブなど
多岐に渡り活動中。

オリジナル映画「きみの声をとどけたい」

2017年に劇場公開した、東北新社・マッドハウス制作のオリジナル長編
アニメーション映画。
海の見える日ノ坂町を舞台に、女子高生たちが“声”の力を信じ奇跡を起こす
物語。監督は『オーバーロード』などの伊藤尚往、脚本は『夜桜四重奏ーハ
ナノウター』などの青木俊直が担当。第1回キミコエ・オーディション合格
者の6名がメインキャストとして出演。
2018年、第21回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門の審査委員会推
薦作品に選出された。

MOVIE
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CONTENTS
配信番組「声優のホンネ」

配信番組「オーイシ×仲村の想い出アニソン同好会」

声優のホンネ出演者（順不同）
第1回 神谷明/千葉繁 第2回 島本須美/三ツ矢雄二 第3回 井上和彦/堀内賢雄

想い出アニソン同好会（シーズン1）出演者
MC オーイシマサヨシ/仲村宗悟
第1回 田所あずさ 第2回 梶原岳人 第3回 田中有紀 第4回 熊谷健太郎
第5回 古賀葵 第6回 笠間淳 第7回 大橋彩香
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2020年10月～12月にかけてファミリー劇場CLUB、
およびファミリー劇場公式YouTubeにて配信した
生配信番組。
レジェンド声優が公私ともに仲の良い声優と共に、
１対１（サシ）でお酒を飲みながら本音をじっく
り語ることをコンセプトに、全3回の配信を実施。

https://www.fami-geki.com/seiyu-honne/

ファミリー劇場CLUB、およびファミリー劇場公式YouTubeにて
配信の音楽番組。
オーイシマサヨシ・仲村宗悟がMCを務め、毎回スタジオにゲスト
声優を招き、想い出のアニソンについてトーク、さらにその場で
セッション＆歌唱。
シーズン1は2020年11月～12月にかけて、全7回配信した。

https://www.fami-geki.com/anison-club/

https://www.fami-geki.com/seiyu-honne/
https://www.fami-geki.com/anison-club/
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CONTENTS
配信番組「声優男子の！『七人の妖』
ドラマCDプロジェクトですが…？」

配信番組「キャラボで遊ぼ」

声優男子の！「七人の妖」ドラマCDプロジェクトですが…？出演者
上村祐翔/梅原裕一郎/河本啓佑/小林裕介/白井悠介/本城雄太郎/山本和臣/諏訪部順一（ナレーション）

キャラボで遊ぼ！（第1シリーズ）出演者
【MC】 飯野美紗子(NOW ON AIR)/岩淵桃音(NOW ON AIR) 【ゲスト】 優木かな/将輝星

© 東北新社/さらちよみ

© 東北新社
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2015年からCSファミリー劇場にてレギュラー放送のバラエティ番
組「声優男子ですが…？」による新プロジェクト。
過去に番組企画内で、声優男子メンバー7人が考案したキャラクター
「七人の妖」をもとに、完全オリジナルドラマCDを制作。
ドラマCDが完成するまでの過程を番組としてファミリー劇場CLUB、
およびファミリー劇場公式YouTubeにて配信のほか、
「七人の妖」オリジナルドラマCDを2021年3月に発売。

https://www.fami-geki.com/seiyu-danshi/ayakashi/

2021年ファミリー劇場CLUB、およびファミリー劇場公式
YouTubeにて配信予定。第１シリーズは全８回。
“CV（キャラクターボイス）”にフィーチャーした本番組は、
MCをつとめる声優2人が、人気ゲームのCVを担当した声優やプロ
ゲーマーを招いて、トークと様々なCV企画にチャレンジするトーク
＆ゲームバラエティ。
第1シリーズでは対戦型オンライントレーディングカードゲーム
「Shadowverse(シャドウバース)」をピックアップ。

https://www.fami-geki.com/character-voice/

https://www.fami-geki.com/seiyu-danshi/ayakashi/
https://www.fami-geki.com/character-voice/
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VOICE DRAMA
ボイスドラマ「おうちシゴトめいと with WORK」

リモート生活に寄り添ったサポート型シチュエーションボイスドラマ。
おうち仕事の合間に、上司や先輩とリモートコミュニケーションしている
感覚を味わえる。
実生活の悩みを盛り込んだ内容と、特定の時間に絞ったドラマ内容で時報
的役割も。
シナリオ、キャラクターはオリジナル開発。
2021年4月より、ファミリー劇場CLUB、およびファミリー劇場公式
YouTubeにて配信。

ボイスドラマ「真夜中男子めし」

ASMRとストーリー展開が楽しめるボイスドラマ。
とある街に暮らす男子たちが、真夜中に料理をつくる様子や
料理を通して交流していく様子を“のぞき聞き”しているような感覚で、
ドラマと料理音ASMRを楽しめる。
シナリオ、キャラクター、ドラマ内に登場する料理レシピはオリジナル開発。
2021年4月より、ファミリー劇場CLUB、および公式YouTubeにて配信。
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© 2021 おうちシゴトめいと with WORK

© 真夜中男子めしの会
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音響・日本語版制作

《アニメ音響制作》

DEVILMAN crybaby ルパン三世PART5 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち
ペンギン・ハイウェイ ヒーローマスク メガロボクス
機動戦士ガンダムNT 夜は短し歩けよ乙女 ピンポン
タイガー＆バニー レッドライン 風立ちぬ（録音監督のみ） 他多数

《ゲーム音響制作》

バイオハザード RE：2 隻狼 シャドウズ ダイ トゥワイス キングダムハーツ3
デビルメイクライ5 ファイナルファンタジーXV バイオハザード7 レジデント イービル
仁王 SNKヒロインズ Tag Team Frenzy 『ドラゴンクエストヒーローズ 』シリーズ
デラシネ 『妖怪ウォッチ』シリーズ イナズマイレブン シリーズ
『レイトン教授』シリーズ 『大逆転裁判』シリーズ この世の果てで恋を唄う少女YU-NO
ロックマン11 運命の歯車!! 信長の野望 大志 三国志13 他多数

《日本語版制作》

トランスフォーマー シリーズ アベンジャーズ シーリーズ ミッション:インポッシブル シリーズ
ハリー・ポッター ファンタスティックビースト シリーズ ジャスティス・リーグ
スパイダーマン: スパイダーバース 007 スカイフォール ダ・ヴィンチ・コード 他多数

フラーハウス ウエストワールド ディス・イズ・アス
デアデビル ゲーム・オブ・スローンズ ER緊急救命室
大草原の小さな家 スタートレック:ディスカバリー ロスト
ブレイキング・バッド 他多数

東京ゲームショウ/地上波番組・WEB動画/ゲームメーカー主催イベント/商品発表会等
出演者である声優へのアサイン、アテンド業務を実施

SOUND WORK

CASTING
声優キャスティング
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SERVICE
TFC VOICEの提供サービス

TFC VOICEは東北新社の持つ様々な
リソースやノウハウを組み合わせ、
貴社の商品やサービスを「声」の
クリエイティブでプロデュース。

他、キャスティング、MAルームレンタル、音声収録、ナレーター手配等

企業ブランディングコンテンツ/商品PR/イベント/施設案内などに効果を発揮！
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声優×音声 『音声ドラマ』を企業プロモーションに活用！

ボイスドラマ「真夜中男子めし」

真夜中の男子料理をのぞき“聴き”!?
料理音ASMRとストーリーが楽しめる
癒しボイスドラマ。

ボイスドラマ「おうちシゴトめいと with WORK」

リモート生活に寄り添ったサポート型
シチュエーションボイスドラマ。

出演声優：神谷浩史・木村良平・林幸矢

音声広告の効果

Spotifyオーディオアドでは一般のウェ
ブサイトのディスプレイ広告に比べて、
ブランド想起が24%アップ、関心・購
買意欲が2倍、広告理解が28%アップし
たという調査結果が出ています。

なぜ、音声コンテンツが有効？
音声ドラマ事例

©真夜中男子めしの会

音響制作でキャリアのある音響監督が制作に参加！
※配信計画はご要望に応じてご提案いたします。

キャスティング～配信までトータルでサポート

企画
キャス
ティング

シナリオ 収録 配信

５分×３話の音声ドラマ
制作費：200万円～

※キャスティングにより金額変動、配信費別途

＋

出演声優：内山昂輝・伊東健人・梶原岳人

© 2021 おうちシゴトめいと with WORK
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出典：Spotify Media Guideより

Spotifyオーディオ広告の効果（一般ディスプレイ比）

24%up 2倍 28%up
ブランド想起 関心・購買意向 広告理解
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声優×イベント イベントのご協賛、PRイベント・キャンペーンでの活用！

・PR発表会
（商品プロモーションやキャンペーンへの声優キャスティング）

・クローズドキャンペーンイベント
（商品購入者の中から抽選で参加できるプレミアトークイベント）

・限定オンラインイベント
（商品プロモーションイベントをオンラインで実施など）

イベント活用事例

多数の企業イベントを企画実施しているプロモーション部隊により実施！

キャスティング～イベント運営までトータルでサポート

企画
キャス
ティング

運営
計画

制作費はご相談ください。

「声優紅白歌合戦」

声優として活躍されている方による歌合戦。2019年６月アンフィシアターで開催。

© 東北新社

「声優男子の夏休みですが…？」

2019年８月によみうりランドにて開催された番組単独イベント。

© 東北新社

報告
レポート

実施美術
造作

12
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・TVCM
・YouTube動画、SNS用短尺動画
・１社提供のオリジナル番組制作
（CSチャンネルファミリー劇場にて、声優を起用した１社提供番組制作
も可能です）

映像活用事例

CM、動画、番組制作。それぞれのジャンルに特化した制作スタッフが
トータルにサポートいたします。

プランニング～動画配信までトータルでサポート

企画
キャス
ティング

撮影
収録

編集
完パケ

制作費はご相談ください。
※YouTube動画、SNS用短尺動画の場合は、配信プランもご提案可能です。

声優×映像 CM／動画／番組制作

「声優のホンネ」

レジェンド声優が公私ともに仲の良い声優と共に、一対一（サシ）でお酒を飲
みながら本音をじっくり語ることをコンセプトにファミリー劇場CLUB、
およびファミリー劇場公式YouTubeにて配信した生配信番組。

「想い出アニソン同好会」

オーイシマサヨシ・仲村宗悟がMCを務め、毎回スタジオにゲスト声優を招き
想い出のアニソンについてトーク、さらにその場でセッション＆歌唱。
ファミリー劇場CLUB、およびファミリー劇場公式YouTubeにて配信の音楽番組。

番組事例

© 東北新社

© 東北新社

配信＋

13



14

声にまつわるすべてをプロデュース
《TFC VOICEサービス＆事例資料 ver.2021.04》

お気軽にご相談ください。

お問い合わせ先
https://www.tfc.co.jp/voice/

https://www.tfc.co.jp/voice/

