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2021年 11月 17日 

報道関係各位 

GMOメディア株式会社 

 

チャット型小説サービス「プリ小説」4 周年記念オーディオドラマ第 3 弾は 

福本莉子が“憧れのアイドルのハウスキーパー役”で声だけの演技に初挑戦 

～水沢林太郎、古川毅、飯島寛騎が“イケメンアイドル 3 兄弟”として登場！ 

「Spotify」限定で全 10 週にわたり無料配信開始～ 

 

GMO インターネットグループの GMO メディア株式会社（代表取締役社長：森 輝幸 以下、GMO メデ

ィア）は、自社が運営するチャット型小説サービス「プリ小説」（URL:https://novel.prcm.jp/）がサー

ビス開始から 4周年を迎えたことを記念し、映画『ただ、君を愛してる』や『僕の初恋をキミに捧ぐ』など

を手掛け、“恋愛映画の名手”の異名を持つ新城毅彦さんが監督を務める連続オーディオドラマ計４作品を制

作いたします。 

その第 3 弾として、『アイドルのハウスキーパーになりました。』（原作：桃井 霞）を、本日 2021 年

11 月 17 日 （ 水 ） よ り オ ー デ ィ オ ス ト リ ー ミ ン グ サ ー ビ ス 「 Spotify 」 （ URL ：

https://www.spotify.com/jp/）限定で無料配信を開始いたしました。本日以降、毎週水曜日に最新話を全 10

週にわたって配信いたします。 

本作品は、今回が声だけの演技初挑戦となる女優の福本莉子さんが演じるヒロインと、俳優の水沢林太郎

さん、古川毅さん、飯島寛騎さんが演じる“イケメンアイドル 3 兄弟”が繰り広げるドタバタ胸キュンラブス

トーリーです。福本さんが扮する主人公の春野小町は、ひょんなことからずっと憧れの存在だったアイドル

3 兄弟のハウスキーパーをすることに。個性豊かな３兄弟との日常の中で描かれる、ドキドキワクワクが連

続の恋模様に、ぜひご期待ください。 

 

ドラマ特設サイト URL：https://novel.prcm.jp/campaign/audio-drama-top 

https://novel.prcm.jp/
https://www.spotify.com/jp/
https://novel.prcm.jp/campaign/audio-drama-top
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【福本莉子さん、水沢林太郎さん、古川毅さん、飯島寛騎さんのコメントが到着】 

■福本莉子さん（春野小町役）のコメント 

私が演じる春野小町はしっかり者で夢見がちな女の子です。 

ドタバタ胸きゅんラブストーリーを声だけで演じるのは初めてでしたが楽しくお芝居させていただきました。 

是非色んな想像を膨らませながら聴いてください！ 

 

■水沢林太郎さん（三男・国立煌役）のコメント 

煌は、常に冷静で、本当はアイドルではなく、別の目標があるという葛藤とも戦っていて、でも、音楽を作

ることには、すごく熱心で、ちゃんと周りの人達のことを考えて行動できる人です。 

声だけで演じるお仕事は、やっぱり難しいなと改めて思いました。さらに、今回は「歌」を歌う役だったの

で、本当に苦戦しました。 

でも、新城監督はじめスタッフの方々、名だたるキャストの皆さんと作った作品なので、絶対面白くなって

ると思います。 

オーディオドラマを聴いた後、原作の方も見て頂けたらなと思います。是非、お聴き下さい。 

 

■古川毅さん（次男・国立翔役）のコメント 

個人的に声のみのお芝居をさせていただくことが、今回ほぼ初挑戦でした。 

短い時間でしたが、三兄弟の次男「翔」をとても楽しく演じることが出来ました！ 

是非、耳のみで想像しながら楽しんでもらえたら嬉しいです。 

 

■飯島寛騎さん（長男・国立亮役）のコメント 

挑戦してみたかった声だけの表現、参加出来た事を嬉しく思います。 

言葉だけではない囁きや息づかいが細かく収録されているのでそのリアルさを体感していただけると思いま

す。 

忙しい現代人に少しの時間で楽しんでいただく事が出来るオーディオドラマ、是非聞いてください！ 

 

【連続オーディオドラマ『アイドルのハウスキーパーになりました。』作品概要】 

配 信 日 2021年 11月 17日（水）より毎週水曜日（全 10回） 

料 金 無料 

聴 き 方 「Spotify」もしくは「プリ小説」のアプリ上で聴くことができます 

 

「Spotify」：

https://open.spotify.com/show/3JAa2cJbSImrL1xiSdhhmi?si=29d1f41e58a64c23 

「プリ小説」 : https://novel.prcm.jp/campaign/audio-drama-03 

 

■ストーリー  

家事が得意な春野小町は、ひょんなことから同じマンションに住む、アイドル三兄弟のハウスキーパーと

して働くことに！ 

彼らと過ごす日々は、ドキドキワクワクの連続。しだいに小町は、三男の煌に惹かれていって……。 

https://open.spotify.com/show/3JAa2cJbSImrL1xiSdhhmi?si=29d1f41e58a64c23
https://novel.prcm.jp/campaign/audio-drama-03
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原作：桃井 霞 

URL：https://novel.prcm.jp/novel/zEc4F6TmIVvaL8i4YbgJ 

 

■キャスト 

福本莉子 

 

水沢林太郎 

古川毅 

 

廣瀬智紀 

 

新谷ゆづみ 鈴木達也 根矢涼香 清水恵麻 

 

飯島寛騎 

 

 

監督：新城毅彦 

脚本：川崎僚 音楽：牧戸太郎 効果：廣澤拓郎 録音・MIX：林かほる・根津菜緒子 

劇中歌：「I MISS YOU」(作詞：山崎寛子／作曲・編曲：牧戸太郎)   

「Tears」(作詞：桃井 霞／作曲・編曲：牧戸太郎) 

スタジオ：MIT STUDIO 制作協力：POPHOLIC 制作：STARDUST HD. 

企画・製作：GMOメディア 

 

【4 周年記念オーディオドラマ制作キャンペーンを開催】 

今回の 4周年記念オーディオドラマ制作を記念し、Twitterキャンペーンを開催します。 

2021年 12月 1日（水）から 12月 7日（火）までのキャンペーン期間中に「プリ小説」の公式 Twitter

（URL：https://twitter.com/novel_prcm_jp）をフォローし、キャンペーンに関するツイートをリツイー

トした方の中から、それぞれキャスト毎に 3名の方にサイン入り色紙をプレゼントします。 

 

キャンペーン応募期間 2021年 12月 1日（水）～12月 7日（火）23:59 

プレゼント 

メインキャストのサイン入り色紙をそれぞれ 3名様にプレゼント 

・『アイドルのハウスキーパーになりました。』 

福本莉子さん 

水沢林太郎さん 

 

キャンペーンの最新情報に関しましては、特設サイトをご覧ください。 

URL：https://novel.prcm.jp/campaign/audio-drama-top 

当選者発表 応募期間終了後、Twitterの DMにてご連絡します。 

https://novel.prcm.jp/novel/zEc4F6TmIVvaL8i4YbgJ
https://twitter.com/novel_prcm_jp
https://novel.prcm.jp/campaign/audio-drama-top
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【「プリ小説」初の連続オーディオドラマが配信開始】 

「プリ小説」は、2017年 10月にサービスを開始した登場人物が会話をしているようなチャット型の小

説を読んだり投稿したりできるサービスです。サービス開始以来、手軽に小説が読めるサービスとして人気

を集め、2021年 8月末時点で利用者数は 130万を超えています。 

2020年 7月 29日（水）には人気連載作品『色のない世界で、君と』（榊 あおい著 URL：

https://prcm.jp/campaign/ironai）が株式会社 KADOKAWAから書籍化され発売されるなど、「プリ小

説」で活躍するクリエイターの支援も行っています。 

さらに、2020年 11月には公式 YouTubeチャンネル（URL：

https://www.youtube.com/channel/UCLUk8Vc710zrphv_DDdkbKg/）も開設し、「耳で楽しむチャッ

ト型小説」も発信しています。 

このたび、2021年 10月 1日（金）にサービス開始から 4周年を迎えることを記念して、「プリ小説」

の小説を原作とした連続オーディオドラマを初制作いたしました。監督には人気ドラマの演出や少女漫画の

実写映画を数多く手掛ける新城毅彦さんを迎え、新城監督の真骨頂である青春恋愛ドラマなど 4本の作品を

オーディオストリーミングサービス「Spotify」上で限定配信いたします。 

 

【「Spotify」とは】（URL：https://www.spotify.com/jp/） 

「Spotify」は、全世界 3億 8,100万ユーザー（※1）が利用するオーディオストリーミングサービスです。ス

マホ、パソコン、タブレットなどを通じて場所やシーンに合わせて 7,000万以上の音楽や 320万番組以上

のポッドキャストなどのオーディオコンテンツを楽しむことができます。 

※1 2021年 9月時点 

 

■アプリ版「プリ小説」 

 URL QR コード 

iOS https://apps.apple.com/jp/app/id1459100798  

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=media.gmo.prcmnovel

&hl=ja 

 

 

 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

●GMOインターネット株式会社  
グループコミュニケーション部  
広報担当 松井 
TEL：03-5456-2695 E-mail：pr@gmo.jp 

 

 

 

【報道関係お問い合わせ先】 
●GMOメディア株式会社 広報担当 森島  

TEL：03-5456-2626  FAX：03-5459-6077 
E-mail：pr@gmo.media 
 

【サービスに関するお問い合わせ先】 
●GMOメディア株式会社 瀧尾 

TEL：03-5456-2626  FAX：03-5459-6077 
E-mail：info@gmo.media 
 

https://prcm.jp/campaign/ironai
https://www.youtube.com/channel/UCLUk8Vc710zrphv_DDdkbKg/
https://www.spotify.com/jp/
https://apps.apple.com/jp/app/id1459100798
https://play.google.com/store/apps/details?id=media.gmo.prcmnovel&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=media.gmo.prcmnovel&hl=ja


5 

 

【GMO メディア株式会社】 （URL：https://www.gmo.media/） 

会社名 GMOメディア株式会社 （東証マザーズ 証券コード：6180） 

所在地 東京都渋谷区桜丘町 26番 1号 セルリアンタワー 

代表者 代表取締役社長 森 輝幸 

事業内容 ■メディア事業   ■その他メディア支援事業 

資本金 7億 6,197万円 

【GMO インターネット株式会社】 （URL：https://www.gmo.jp/） 

会社名 GMOインターネット株式会社 （東証第一部 証券コード：9449） 

所在地 東京都渋谷区桜丘町 26番 1号 セルリアンタワー 

代表者 代表取締役会長兼社長・グループ代表 熊谷 正寿 

事業内容 ■インターネットインフラ事業 ■インターネット広告・メディア事業 

■インターネット金融事業   ■暗号資産事業 

資本金 50億円 

 Copyright (C) 2021 GMO Media, Inc. All Rights Reserved.  

https://www.gmo.media/
https://www.gmo.jp/

