
プレスリリース 

株式会社グッドスマイルカンパニー 

2020 年 7 月 3 ⽇（⾦） 

 

「ねんどろいど」のグッドスマイルカンパニーが 
設⽴ 20 周年に向け『GOOD SMILE NEXT』プロジェクトを始動。 

アンバサダーとしてアーティストの伊藤美来、鈴⽊みのり、芹澤優を起⽤︕ 
 

特設サイト＆アンバサダー『NEXT SMILE!』が歌う 

「GOOD SMILE BRINGS FUTURE -NEXT SMILE!ver-」MV が公開 

 

株式会社グッドスマイルカンパニー(本社︓東京都千代⽥区、代表取締役社⻑︓安藝 貴範、以下 グッドス

マイルカンパニー)は、2021 年 5 月 1 ⽇の設⽴ 20 周年へ向けて、様々なアプローチからユーザーの皆さ

まに「笑顔をお届けする」プロジェクト『GOOD SMILE NEXT』を開始いたします。 

 

GOOD SMILE NEXT 特設サイト https://goodsmile20th.jp/ 

グッドスマイルカンパニーや NEXT SMILE!に関する貴重なインタビューやレポート、プロジェクトの新

情報をお届けしていきます。 

 

 

 

 

 



■プロジェクト第 1 弾 解禁情報 

【伊藤美来×鈴⽊みのり×芹澤優×グッドスマイルカンパニー】 

アンバサダー就任＆テーマソング MV 公開 

（向かって左より）鈴⽊みのり、伊藤美来、芹澤優 

声優、アーティストとして活躍する伊藤美来、鈴⽊みのり、芹澤優の 3 人が、本プロジェクトのアンバサ

ダーとして期間限定ユニット『NEXT SMILE!』を結成︕ 

 

 

≪NEXT SMILE! について≫ 

世界に笑顔を届けるべく最高な笑顔を持つ 3 人のアーティストで結成された、期間限定のスペシャルユニ

ット。3 人で歌う「GOOD SMILE BRINGS FUTURE -NEXT SMILE!ver-」が 

YouTube の GOOD SMILE CHANNEL で公開中︕どんな笑顔が⾶び出すか彼⼥達の活躍をお楽しみに︕ 

 



 



≪伊藤美来≫ 

主な出演作︓ 

『安達としまむら』(しまむら) 

『たとえばラストダンジョン前の村の少年が序盤の街で暮らすような物語』(フィロ) 

『五等分の花嫁』(中野三玖) など 

Twitter︓https://twitter.com/InfoItomiku 

 



≪鈴⽊みのり≫ 

主な出演作︓ 

『マクロス△』(フレイア・ヴィオン) 

『カードキャプターさくら クリアカード編』(詩之本秋穂) 

『アイドルマスターシンデレラガールズ』(藤原肇) 

Twitter︓https://twitter.com/minoringo̲staff 

 



≪芹澤優≫ 

主な出演作︓ 

『SHOW BY ROCK!! ましゅまいれっしゅ!!』(スモモネ) 

『上野さんは不器⽤』(上野) 

『プリンセスコネクト!Re:Dive』(アヤネ) 

Twitter︓https://twitter.com/iRis̲s̲yu 

 



【MV×企業 PV】GOOD SMILE BRINGS FUTURE -NEXT SMILE!ver- 

https://youtu.be/9Y6j3rKAew0 

 

「GOOD SMILE BRINGS FUTURE -NEXT SMILE!ver-」 

 

作詞・曲︓トラボルタ 

編曲︓柳⽥しゆ 

 

伊藤美来、鈴⽊みのり、芹澤優の 3 人がグッスマ本社に潜⼊︕実際のオフィスで社員と⼀緒に歌って踊る

MV×企業 PV。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【伊藤美来×鈴⽊みのり×芹澤優×ねんどろいど】グッスマ TV︕sideA 

 

伊藤美来、鈴⽊みのり、芹澤優がときどき「ねんどろいど」になり、トークをしたり、時にはゲストと⾊々

遊んだりする、ちっちゃかわいいゆるぐだバラエティ。YouTube で週 1 配信スタート︕ 

 

 

【⻘⽊瑠璃⼦×グッドスマイルカンパニー】グッスマ TV︕sideB  

⻘⽊瑠璃⼦が経験豊かで曲者揃いの愛が溢れすぎているグッスマ社員達からフィギュア・プラモデル・ド

ールなどホビーの魅⼒を学び、視聴者と⼀緒にホビー愛に目覚めていく番組。YouTube で週 1 配信スター

ト︕ 

 

「sideA」「sideB」共に公式 YouTube チャンネル（GOOD SMILE CHANNEL）にて公開 

sideA、sideB は各番組共にそれぞれ週 1 回更新予定︕ 

https://www.youtube.com/channel/UCt̲XdtyWNVenULI5DylX8-A 

 

 

 

 

 

 

 



【グッスマ TV︕配信スタート記念 フォロー＆リツイートキャンペーン開催︕】 

グッドスマイルカンパニー公式 Twitter アカウント（@gsc̲goodsmile）にて、グッスマ TV︕sideA、sideB

配信スタートを記念した、フォロー&リツイートキャンペーンを 2020 年 7 月 10 ⽇（⾦）12:30 から 7 月

31 ⽇（⾦）23:59 まで開催いたします︕ 

 

sideA から＜伊藤美来さん、鈴⽊みのりさん、芹澤優さんのサイン⾊紙セット＞を 10 名様にプレゼント︕ 

 

 

sideB から＜⻘⽊瑠璃⼦さんのサイン⾊紙＞を 10 名様にプレゼント︕ 

 

 

 

 

 

 

 

 



【バーチャル×フィギュア】ワンホビギャラリー 2020 ONLINE 

イベント情報︓https://event.goodsmile.info/event/event-5450/ 

ティザーサイト︓https://special.goodsmile.info/whg̲2020̲online/ 

 

「グッスマに潜入せよ」 

今回のワンホビギャラリーはオンライン（web）とオフライン（リアル展示）の W 開催︕オンラインイベ

ントは PC、スマホからお楽しみいただけるバーチャル展示会を実施。 

…NEXT SMILE!の伊藤美来、鈴⽊みのり、芹澤優がどこかに登場︖︕ 

 

 

≪全体スケジュール≫ 

ONLINE（web 展示）︓2020 年 7 月 4 ⽇（土）10:00〜7 月 10 ⽇（⾦）23:59 

OFFLINE（リアル展示）︓2020 年 7 月 4、5 ⽇（土・⽇）12:00〜20:00 

#生フィギュア放送中 〜グッスマがオンライン展示会やってます〜︓2020 年 7 月 4 ⽇（土）14:00〜

17:00 ごろ 

 

≪ワンホビギャラリー 2020 ONLINE≫ 

新作フィギュアがバーチャル空間に登場︕ 

様々な仕掛けが施された空間であなたの好きなフィギュアを⾒つけ出そう︕ 

 

≪ワンホビギャラリー 2020 OFFLINE≫ 

秋葉原アキバ CO ギャラリーにて、ONLINE（web 展示）の⼀部を展示いたします。⼊場には整理券が必

要となります。⼊場方法、詳細に関してはイベントページ（https://event.goodsmile.info/event/event-

5450/）をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 



≪#生フィギュア放送中 〜グッスマがオンライン展示会やってます〜≫ 

6 月の放送でご好評を博した「#生フィギュア放送中」が帰ってきた︕ 

⽇時︓7 月 4 ⽇（土）14:00〜17:00 ごろ 

URL︓https://youtu.be/CwULoa4CAQE ※YouTube LIVE にて放送予定 

 

〈コーナー紹介〉 

・オープニング / ワンホビギャラリー 2020 ONLINE とは !? 

・初公開＆先⾏販売︕夏のグッドスマイルオンライン限定商品 

・新作発表＆秘密公開︕MODEROID の開発方法教えます︕ 

・⾃社他社問わず︕新作紹介 3 分チャレンジ 

・ゆる〜くいきましょ業界座談会 

・エンディング / オンラインオフ会へ GO︕ 

 

〈放送後のお楽しみ〉 

放送後は ZOOM にて「ねんどろいど」をテーマにオンラインオフ会を開催。ねんどろいど秘密トークや

質問コーナーをお届けします。参加方法は放送内にてお知らせします。 

 

≪販売情報※⼀部≫ 

注目商品を「ワンホビギャラリー 2020 ONLINE」にて数量限定で先⾏販売。その全容は 7 月 4 ⽇（土）

14:00 からの生放送中にて、購⼊方法とともに発表︕ 

 

・figma ライダー/モードレッド 

・︖︖︖（生放送で発表予定） 

・︖︖︖（生放送で発表予定） 

・︖︖︖（生放送で発表予定） 

◇先⾏販売︓7 月 4 ⽇（土）15:00〜7 月 5 ⽇（⽇）21:00（予定数量に達し次第終了） 

◇受注受付︓7 月 6 ⽇（月）12:00〜8 月 31 ⽇（月）21:00 

  

 

※上記以外の販売商品情報は、イベントページ（https://event.goodsmile.info/event/event-5450/）を

ご確認ください。 

 

この他にもさまざまな企画が進⾏中︕（情報は随時 GOOD SMILE NEXT サイトにて公開） 


