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株式会社ニノヤ 

 

個性溢れる 6名によるアイドルユニット S+h(スプラッシュ)  

オトナな魅力たっぷりの 4thシングルがついに発売！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日発売開始！ 

株式会社ニノヤ（本社：東京都渋谷区）は、女性向け恋愛ゲームブランド「NiNO」から、

2016年 11月 30 日(水)よりアイドルユニット『S+h（スプラッシュ）』の 4thシングル「Pied 

Piper@IC301」Type-A/Type-B/Type-C/Type-D の販売を開始いたしました。彼らの成長が垣

間見えるオトナな魅力たっぷりの表題曲に加え、今回も好評の長編ドラマパートを加えた

4typeで登場。同時発売のアニメイト限定盤ではそれぞれのドラマパートのアフタートーク

が楽しめる、ミニドラマを収録！ 

 ◆試聴動画はこちらから⇒https://youtu.be/pjqJThgOeaw 

S+h(スプラッシュ) 4th シングル 

「Pied Piper@IC301」 
Type-A ／ Type-B ／ Type-C ／ Type-D 

 

相川 玲 cv:柿原徹也 ／ 沖田奈緒 cv:増田俊樹 

垣内秀也 cv:山下大輝 ／ 桐生開志 cv:木村良平 

具志堅晃 cv:岡本信彦 ／ 三島峻介 cv:逢坂良太 

 

https://youtu.be/pjqJThgOeaw


＜製品仕様＞ 

 
キャラクターデザイン：水飛ラム 

総合プロデューサー：無限広夢（ファンタジー・インフィニット・ネイション） 

企画制作：NiNO 

 

発売日：2016 年 11月 30日(水) 

定価：通常盤：各 2,160円（税込）／2,000円（税別） 

アニメイト限定盤：各 2,484円（税込）／2,300円（税別） 

 

▼タイトル： 

S+h(スプラッシュ)「Pied Piper@IC301」Type-A／Type-Aアニメイト限定盤 

【スプラジ CD出張版 part4】 

 

 
 

出演：相川玲 voice:柿原徹也／沖田奈緒 voice:増田俊樹／垣内秀也 voice:山下大輝／ 

桐生開志 voice:木村良平／具志堅晃 voice:岡本信彦／三島峻介 voice:逢坂良太 

 

トラックリスト： 

01：Pied Piper@IC301 

02：スプラジ CD 出張版 part4 

03：Pied Piper@IC301 (off vocal) 

 

アニメイト限定盤追加ディスク： 

01：After the スプラジ 

 

品番： 

通常盤：NINO-0031 

アニメイト限定盤：NINO-0031A 

JAN： 

通常盤：4589952640749 

アニメイト限定盤：2900011184394 

 

★特製 16Pブックレット(Type-A)付き！ 

★ジャケ写ブロマイドカード付き！(全 Type共通／10種のうちランダムで 1枚)  



▼タイトル： 

S+h(スプラッシュ)「Pied Piper@IC301」Type-B／Type-Bアニメイト限定盤 

【ネコ旅 一攫千金、ツチノコを狩れ！＜玲＆秀也＞】 

 

 
 

出演：相川玲 voice:柿原徹也／沖田奈緒 voice:増田俊樹／垣内秀也 voice:山下大輝／ 

桐生開志 voice:木村良平／具志堅晃 voice:岡本信彦／三島峻介 voice:逢坂良太 

 

トラックリスト： 

01：Pied Piper@IC301 

 

ドラマ「S+hの、ネコの手も借りたい旅 ～一攫千金、ツチノコを狩れ！編～」 

（出演：相川玲 voice:柿原徹也／垣内秀也 voice:山下大輝） 

 

 02：寝起きドッキリ 

 03：UMAとは 

 04：装備します 

 05：入山します 

 

06：Pied Piper@IC301 (off vocal) 

 

アニメイト限定盤追加ディスク： 

01：After the ネコ旅 ～一攫千金、ツチノコを狩れ！編～ 

 

品番： 

通常盤：NINO-0032 

アニメイト限定盤：NINO-0032A 

JAN： 

通常盤：4589952640756 

アニメイト限定盤：2900011184400 

 

★特製 16Pブックレット(Type-B)付き！ 

★ジャケ写ブロマイドカード付き！(全 Type共通／10種のうちランダムで 1枚)  



▼タイトル： 

S+h(スプラッシュ)「Pied Piper@IC301」Type-C／Type-Cアニメイト限定盤 

【ネコ旅 幻のチュパカブラを追え！＜奈緒＆開志＞】 

 

 
 

出演：相川玲 voice:柿原徹也／沖田奈緒 voice:増田俊樹／垣内秀也 voice:山下大輝／ 

桐生開志 voice:木村良平／具志堅晃 voice:岡本信彦／三島峻介 voice:逢坂良太 

 

トラックリスト： 

01：Pied Piper@IC301 

 

ドラマ「S+hの、ネコの手も借りたい旅 ～幻のチュパカブラを追え！編～」 

（出演：沖田奈緒 voice:増田俊樹／桐生開志 voice:木村良平） 

 

 02：島に上陸す 

 03：血塗られた現場へ 

 04：捕獲作戦開始 

 05：呪われた洞窟へ 

 

06：Pied Piper@IC301 (off vocal) 

 

アニメイト限定盤追加ディスク： 

01：After the ネコ旅 ～幻のチュパカブラを追え！編～ 

 

品番： 

通常盤：NINO-0033 

アニメイト限定盤：NINO-0033A 

JAN： 

通常盤：4589952640763 

アニメイト限定盤：2900011184417 

 

★特製 16Pブックレット(Type-C)付き！ 

★ジャケ写ブロマイドカード付き！(全 Type共通／10種のうちランダムで 1枚)  



▼タイトル： 

S+h(スプラッシュ)「Pied Piper@IC301」Type-D／Type-Dアニメイト限定盤 

【ネコ旅 恐怖の竜魚を捕獲せよ！＜晃＆峻介＞】 

 

 
 

出演：相川玲 voice:柿原徹也／沖田奈緒 voice:増田俊樹／垣内秀也 voice:山下大輝／ 

桐生開志 voice:木村良平／具志堅晃 voice:岡本信彦／三島峻介 voice:逢坂良太 

 

トラックリスト： 

01：Pied Piper@IC301 

 

ドラマ「S+hの、ネコの手も借りたい旅 ～恐怖の竜魚を捕獲せよ！編～」 

（出演：具志堅晃 voice:岡本信彦／三島峻介 voice:逢坂良太） 

 

 02：寝起きドッキリ 

 03：電車で多摩川へ 

 04：カッパ君とウサギ君 

 05：投網します 

 

06：Pied Piper@IC301 (off vocal) 

 

アニメイト限定盤追加ディスク： 

01：After the ネコ旅 ～恐怖の竜魚を捕獲せよ！編～ 

 

品番： 

通常盤：NINO-0034 

アニメイト限定盤：NINO-0034A 

JAN： 

通常盤：4589952640770 

アニメイト限定盤：2900011184424 

 

★特製 16Pブックレット(Type-D)付き！ 

★ジャケ写ブロマイドカード付き！(全 Type共通／10種のうちランダムで 1枚)  

 



＜「S+h（スプラッシュ）」とは？＞ 

相川玲（cv:柿原徹也）、沖田奈緒（cv:増田俊樹）、垣内秀也（cv:山下大輝）、桐生開志

（cv:木村良平）、具志堅晃（cv:岡本信彦）、三島峻介（cv:逢坂良太）の 6名による男性ア

イドルユニット。6 名全員による 1st シングル「Beautiful Dancer」で 2015 年 2 月にデビ

ュー。その後 2名ずつペアとなって、4月、5月、7月で各 1枚ずつのペアユニット CDをリ

リースし、同年 11 月に発売された 2nd シングル「Party tun up!」ではオリコンデイリー

チャート 17 位を獲得。 

また、同事務所所属の 5人組アイドルグループ『Frep(フレップ)』が 2016年 3月に「恋

のワンダーランド」で CDデビューを果たす。 

 

「S+h（スプラッシュ）」公式サイト 

http://6plush.net/ 

「S+h（スプラッシュ）」公式ブログ 

http://ameblo.jp/6plush/ 

「Starburst!（スターバースト！）」公式サイト 

http://fin8.net/starburst/ 

「Starburst!（スターバースト！）」総合公式 Twitter 

https://twitter.com/FIN_Starburst 

 

＜関連ゲーム＞ 

 2014 年 12月より、同ユニットとの疑似恋愛を楽しむことのできるアイドル育成＆恋愛ア

ドベンチャーゲーム『Splush★LOVE～彼はアイドル～』を配信中。配信プラットフォーム

は Google Play、App Store、GREE、mobage、かれぺっとゲームスなど。CD収録時の感想コ

メントなども配信中！ 

※本ゲーム内にボイスはついておりません。 

 

■利用料金： 

無料（一部有料） 

■URL： 

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.arismile.n48a170 

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id937157085?mt=8 

GREE：http://pf.gree.jp/60745 

Mobage：http://sp.pf.mbga.jp/12021503 

http://6plush.net/
http://ameblo.jp/6plush/
http://fin8.net/starburst/
https://twitter.com/FIN_Starburst
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.arismile.n48a170
https://itunes.apple.com/jp/app/id937157085?mt=8
http://pf.gree.jp/60745
http://sp.pf.mbga.jp/12021503


 

★「NiNO」女性向け恋愛ゲームの最新情報はコチラから★ 

 

NiNO公式ホームページ：http://ninoya.jp/ 

Twitter（NiNO）：http://twitter.com/nino_otome  

Tumblr ブログ：http://nino-game.tumblr.com/ 

 

 

※ 記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。 

 

 

 

 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

 

株式会社ニノヤ 広報担当 

 E-Mail：info@ninoya.jp 
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http://twitter.com/nino_otome
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	本日発売開始！

