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2022 年 10 月 28 日 

報道関係各位 

GMO メディア株式会社 

 

「プリ小説 byGMO」、TikTok フォロワー470 万人超の 
男性 6 人組アーティスト「ONE N' ONLY」とのコラボ企画から生まれた 

連続オーディオドラマを 10／28 より Spotify で独占配信 
～箭内 夢菜がオーディオドラマ初挑戦、ONE N' ONLY の草川 直弥・上村 謙信、 

川島 鈴遥などフレッシュな若手俳優・アーティストが出演～ 

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

ターダストプロモーション所属の男性 6 人組ダンス&ボーカルユニット「ONE N' ONLY」とのコラボ企画

によって生まれたオーディオドラマを、オーディオストリーミングサービス「Spotify」の独占配信で、

2022 年 10 月 28 日（金）に公開いたしました。 

今回のオーディオドラマは、「ONE N' ONLY」の楽曲『My Love』をテーマにした作品「好きになる

のはキミ限定（原作：なぁな）」を原案として、全 20 話を毎週金曜日に「Spotify」独占で配信いたしま

す。 

男子が苦手でマトモに話すこともできない主人公・花山華凛を女優やタレントとしても活躍する箭内夢

菜、イケメン転校生・蒼を ONE N' ONLY の草川直弥、華凛の幼馴染・直を ONE N' ONLY の上村謙信、親

友・瑠香を川島鈴遥というフレッシュな若手が演じます。 

オーディオドラマ特設サイト：https://novel.prcm.jp/campaign/audio-drama-sukikimi 

 

オーディオドラマの原案に選ばれた「好きになるのはキミ限定（作：なぁな）」は、「プリ小説 byGMO」

と「ONE N' ONLY」のコラボ企画として、「ONE N' ONLY」の楽曲『My Love』あるいは『Bla Bla 

Bla』をイメージした小説を募集するコンテスト（開催期間：2022 年 6 月 15 日（水）～7 月 31 日

（日））で、グランプリを獲得した小説作品です。 

https://www.gmo.jp/news/article/7849/ 

https://novel.prcm.jp/
https://novel.prcm.jp/campaign/audio-drama-sukikimi
https://www.gmo.jp/news/article/7849/
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【「好きになるのはキミ限定」の公開にあたって主要キャストのコメント】 

■花山華凛役（箭内夢菜） 

私が演じさせて頂いた華凛とは、恋愛経験があまりなく おっちょこちょいなところが似ていたので 普段の

自分も入れ込みながら声のお芝居に挑戦しました。 

声のみで演じさせて頂くのは初めてだったので、少しドキドキしていますが ぜひたくさんの方に聞いてキ

ュンキュンして頂きたいです♡ 

 

■雨宮蒼役（草川直弥（ONE N' ONLY）） 

雨宮蒼役を演じました、草川直弥です！今回僕たち ONE N' ONLY の楽曲を題材にしたお話ということで

より作品に対しての想いが強かったです。 

オーディオドラマなので声だけで全てを表現しないといけない難しさに苦戦しましたが、僕なりの蒼になっ

たと思います。全 20 話、毎週金曜日が皆さまの楽しみになれば嬉しいなと、是非胸キュンしてください！ 

 

■渡部直役（上村謙信（ONE N' ONLY）） 

"オーディオドラマ"に初めての挑戦で、声だけで芝居をする難しさと楽しさを実感しました。そして同世代

の役者さんと切磋琢磨して作品を創り上げることが出来て光栄です。是非 1 話 1 話楽しんで頂けたらと思

います。間違いなくキュンキュンします！よろしくお願いします。 

 

■林下瑠香役（川島鈴遥） 

瑠香を演じました川島鈴遥です。収録時にヘッドホンから流れる箭内さん、そして NAOYA さん KENSHIN

さんの声が本当に素敵で、紙に閉じ込められていた人物に息が吹き込まれた瞬間とてもワクワクしたのを覚

えています。是非皆様も「声」と胸キュン必須な「物語」を堪能して頂ければと思います。 

 

【Spotify 音声コンテンツ事業統括 西ちえこのコメント】 

楽曲から着想を得た小説作品から生まれたオーディオドラマをお届けするというクリエイティブな企画を

展開するプラットフォームとして、世界中の音楽やトーク番組を一つのアプリで楽しめる Spotify を選んで

いただけたことを嬉しく思います。Spotify はリスナーが新たなお気に入りの作品を発見し、これを楽し

み、アーティストやクリエイターとつながりを深められる環境づくりに一貫して取り組んでいます。こうし

た企画を通じて、音楽を楽しむ若いリスナーが創作への興味を持ち、自身のストーリーや考えを音声で発信

し、リスナーを広げられるようなきっかけを提供できましたら幸いです。 

 

【「好きになるのはキミ限定」オーディオドラマ作品概要】 

■配信日：2022 年 10 月 28 日（金）より毎週金曜日 12 時（全 20 話） 

     （10/28 初回は第 1～3 話を配信、以降毎週 1 話ずつ更新） 

■料金：無料 

■視聴方法：「Spotify」もしくは「プリ小説 byGMO」上で聴くことができます 

「Spotify」：https://open.spotify.com/show/5YZz8C1sVc8s8W78s78CHg 

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

■ストーリー： 

花山華凛、高校二年生。男子が苦手でマトモに話すこともできないのに、始業式の日に転校してきた雨宮蒼

を見た瞬間ドキドキが止まらなくなってしまう。初めての感情に戸惑いながらも隣の席になった蒼と少しず
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つ距離が近づいていく華凛。やがて、親友の瑠香、小さい頃からずっと一緒の幼馴染・直を巻き込んだ四角

関係に！？ 

初心な女子高生とクールなイケメン転校生が織り成す甘酸っぱいピュアラブストーリー。 

 

■キャスト： 

 箭内夢菜 

  

 草川直弥 

 上村謙信 

  

 川島鈴遥 

  

  

 関哲汰 高尾颯斗 

  

 ゆかわたかし 

 荒川ひなた 佐月絵美 山下永玖 沢村玲 

  

寺坂光恵 後藤ひろみ 

  

 監督：中島良 

 脚本：川崎僚 音楽：山崎寛子 効果：廣澤拓郎 MIX：林かほる 録音：山下華鈴・安居翔貴 

 スタジオ：MIT STUDIO 制作協力：POPHOLIC 制作：SDP 

 企画・製作：GMO メディア 

 

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

「Spotify」は、世界 183 の国と地域で４億 5,600 万人以上のユーザー（※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、タブレットなどを多様なデバイスで場所やシーンに合わせて

8,000 万曲以上の音楽や 470 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無料でも楽しむ

ことができます。 

※1 2022 年 10 月 28 日時点 

 

【「プリ小説 byGMO」とは】（URL：https://novel.prcm.jp/） 

「プリ小説 byGMO」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、2022 年 9 月時点で利用者数は 203 万人を超えています。 

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、さらにはコミカライ

ズ企画も進行中など「プリ小説 byGMO」で活躍するクリエイターの支援も行っています。 

2021 年 11 月には Spotify でプリ小説の公式作品をオーディオドラマとして公開、「耳で楽しむチャッ

ト型小説」も発信しています。 

 

 

 

https://www.spotify.com/jp/
https://novel.prcm.jp/
https://prcm.jp/campaign/ironai
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■アプリ版「プリ小説 byGMO」 

 URL QR コード 

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

Androi

d 

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

hl=ja 
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【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 （東証グロース 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   ■ソリューション事業 

資本金 7 億 6,197 万円 

【GMO インターネットグループ株式会社】 （URL：https://www.gmo.jp/） 

会社名 GMO インターネットグループ株式会社 （東証プライム 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 

 

●GMO インターネットグループ株式会社 
グループコミュニケーション部  
広報担当 新野 
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 
 

Copyright (C) 2022 GMO Media, Inc. All Rights Reserved.  

https://apps.apple.com/jp/app/id1459100798
https://play.google.com/store/apps/details?id=media.gmo.prcmnovel&hl=ja
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