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ソーシャルゲームの OVA『萌え Can ちぇんじ！～ゼロストーリー～』 

5 月 25 日（金）本日発売！ 

OVA 発売記念！秋葉原メイド喫茶メイリッシュタイアップイベント第二弾開催！ 

【http://ai-mi.jp/ova/】 
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株式会社アンビション（東京都豊島区、代表取締役社長：福島公則）が運営するソーシャ

ルゲーム『萌え Can ちぇんじ！』の OVA『萌え Can ちぇんじ！～ゼロストーリー～』が 5

月 25 日発売となりました。 

OVA 発売記念といたしまして、5 月 25 日より 3 日間、秋葉原メイド喫茶『メイリッシュ』

とのタイアップイベント第二弾を実施いたします。 



∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

■ソーシャルゲーム『萌え Can ちぇんじ！』 
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ソーシャルゲーム『萌え Can ちぇんじ！』は、見た目も服装も自分好みに育成できる美少

女アンドロイド『マイロイド』の育成着せ替えソーシャルゲームとして、累計登録者数 100

万人を突破するなど多くの方にご好評を頂いております。また、2011 年 11 月より Web ラ

ジオ『萌え Can ちぇんじ！ラジオらぼ』の開始、また静岡県内の企業様とのコラボレーシ

ョンによる『萌え旅 1st TOUR @静岡』の実施など、モバイルゲームの枠を超えたメディ

アミックス展開を行って参りました。 

 

そのメディアミックスの一環として OVA『萌え Can ちぇんじ！～ゼロストーリー～』がい

よいよ本日、5 月 25 日に発売となりました。 

OVA の 新 PV は、OVA『萌え Can ちぇんじ！』公式サイト【http://ai-mi.jp/ova/】にて

ご確認いただけます。 
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■大好評イベント第二弾！秋葉原メイド喫茶『メイリッシュ』タイアップイベント詳細 
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OVA 発売記念として、前回 3 月実施時には、大変ご好評いただきました秋葉原メイドカフ

ェ『メイリッシュ』とのタイアップイベント第二弾が開催決定いたしました。 

 

【イベント開催期間】 

2012 年 5 月 25 日（金）～5 月 27 日（日） 

 

【イベント概要】 

期間中はポスターや OVA の 新 PV など、店内が萌え Can ちぇんじ！一色に。 

またドリンク、フードなど、萌え Can 特別メニューが提供されます。 

萌え Can ちぇんじ！特別メニューをご注文いただいたお客様には、新規に書きおこした萌

え Can ちぇんじ！ゲーム内コスチューム「メイリッシュ学園寮制服」のコスチュームが手

に入れられるシリアルコード付き特典カードがついてきます。 

 

また前回好評だったゲーム内コスチューム「メイリッシュ学園制服」もお選びいただけま

す。前回手に入れられなかった方は、再び手に入れられるチャンスの到来です。 

 

 

 



■ドリンクメニューをオーダーのお客様 

 新規コスチューム「メイリッシュ学園寮制服（男子用）」また「メイリッシュ学園制服（男

子用）」がお選びいただけます。 

        

メイリッシュ学園寮制服（男子用）  メイリッシュ学園制服（男子用） 

（＊マイロイドの眼型髪型は付属しません。） 

 

■フードメニューをオーダーのお客様 

 新規コスチューム「メイリッシュ学園寮制服（女子用）」また「メイリッシュ学園制服（女

子用）」がお選びいただけます。 

       

メイリッシュ学園寮制服（女子用）  メイリッシュ学園制服（女子用） 

（＊マイロイドの眼型髪型は付属しません。） 

 

【来店特典】 

萌え Can ちぇんじ！特製ランチョンマットを来店された方全員にプレゼント！ 

ランチョンマット記載のシリアルコードから限定背景までゲットできる嬉しい 



特典付き！ 

 

メイリッシュ店内背景 

（＊マイロイドの眼型髪型は付属しません。） 

 

【場所】 

『Cafe Mai:lish』 （カフェ メイリッシュ） 

東京都千代田区外神田 3－6－2 FH 協和スクエア 2F 【TEL】03-5289-7310 

 

JR 秋葉原駅 電気街口（徒歩６分） 

銀座線 末広町駅（徒歩４分） 

 

その他、詳細は萌え Can ちぇんじ！ポータルサイトをご確認ください。 

http://ai-mi.jp/pc/event/mailish02/ 
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■OVA『萌え Can ちぇんじ！』詳細情報 
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【キャスト（敬称略）】 

 サラリ  ：大亀 あすか 

 ハカセ  ：新谷 良子 

 喜屋武 知恵  ：加藤 英美里 

 萌木 杏奈  ：相沢 舞 

 萌木 甘奈  ：日高 里菜 

 御城 摩耶(みき まや)  ：大原 さやか 

 サーバ AI・MI  ：藤田 咲 

 



【制作スタッフ（敬称略）】 

監督   ：渡邊哲哉 

    代表作 

    「君が望む永遠」監督 

「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」絵コンテ・演出 

「境界上線のホライゾン』絵コンテ・演出 

絵コンテ  ：高橋丈夫 

    代表作 

    「狼と香辛料」シリーズ監督 

    「ヨスガノソラ」監督 

    「まよチキ！」絵コンテ 

キャラクターデザイン ：黒田和也 

    代表作 

    「狼と香辛料」キャラクターデザイン・総作画監督 

脚本   ：AMB 企画室 

アニメーション制作 ：フロンティアワークス 

制作協力  ：パッショーネ 

 

【商品情報】 

タイトル  ：OVA「萌え Can ちぇんじ！～ゼロストーリー～」 

発売日   ：2012 年 5 月 25 日(金） 

価格   ：【DVD】5,980 円（税込） 

品番   ：FFBG-0001 

JAN コード  ：4562207983068 

 

発売元   ：株式会社アンビション 

販売元   ：株式会社フロンティアワークス 

 

【OVA 封入 20 大特典】 

OVA 封入特典として、『萌え Can ちぇんじ！』と、萌え Can ちぇんじ！スピンオフ RPG

『萌え CanRPG！』のゲーム内で使えるコスチュームアイテムが、合計 20 種付属。 

●萌え Can ちぇんじ！ゲーム内コスチュームアイテム特典 

① ドールハカセ 

② ドールサラリ 

③ ドール知恵 

④ ドール杏奈 



⑤ ドール AI 

⑥ ドール MI 

⑦ ドール甘奈 

⑧ OVA ゴシックドレス 

⑨ OVA ゴシックリボン 

⑩ OVA ラブ眼帯 

⑪ OVA リトルフラワー 

⑫ OVA ハカセラボ（背景） 

●萌え CanRPG！ゲーム内コスチュームアイテム特典 

⑬～⑰美しすぎるサバイバル 4 色セット 

⑱～⑳サバイバルキャップ 4 色セット 

 

特典画像 

 

特典①～⑦ 

 
特典⑧～⑪         特典⑫ 

 



 

特典⑬～⑳ 

 

【アニメイト、GAMERS、ソフマップ店舗購入特典】 

さらにアニメイト様、GAMERS 様、ソフマップ様で、購入されると萌え Can ちぇんじ！

ゲーム内で使える下記、店舗特典が付属いたします。（こちらの店舗特典は数量限定となる

ため、確実に手に入れたい方はぜひご予約賜れますよう、お願いします。） 

 

・ アニメイト様 店舗購入特典コスチューム ID 付き特別シリアルカード 

         【流浪頭巾】【流浪少女】 

・ GAMERS 様 店舗購入特典コスチューム ID 付き特別シリアルカード 

         【プリンセスウィッチハット】【プリンセスウィッチ】 

・ ソフマップ様 店舗購入特典コスチューム ID 付き特別シリアルカード 

         【鬼天娘の角】【小鬼天娘】 

    

■アニメイト特典カード   ■ゲーマーズ様特典カード  ■ソフマップ様特典カード 



【主題歌（敬称略）】 

楽曲名  ：NO RULE ～超 Listen！～ 

Vocal   ：萌木 甘奈（CV：日高 里菜） 

 作詞   ：森 由里子 

 作曲   ：宮永 治郎 

 編曲   ：宮永 治郎 

 

【エンディング曲（敬称略）】 

SYNC.ART'S、Sound Online、dBu music、C-CLAYS、君の美術館による 

合同音楽サークル「Arte Refact - アルテ リファクト -」が制作。 

 

 
（Arte Refact 公式 WebSite http://www.arte-refact.com/ ） 
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■関連画像 
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OVA パッケージ 

  



OVA ロゴ 

 

 

キャラクター・キャスト画像 

   

サラリ：大亀あすか     ハカセ：新谷良子    喜屋武 知恵：加藤英美里   

 

   
  萌木 杏奈：相沢舞    萌木 甘奈：日高里菜    サーバ AI・MI：藤田咲 

 

 
御城 摩耶：大原さやか 

 

 

 



キャラクターデザイン 
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■関連情報 
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■OVA『萌え Can ちぇんじ！』公式サイト 

ＵＲＬ     http://ai-mi.jp/ova/ 

 

■Web ラジオ『萌え Can ちぇんじ！ラジオらぼ！』 

タイトル    『萌え Can ちぇんじ！ラジオらぼ！』 

URL           PC http://www.animate.tv/radio/moecan-r 

        スマートフォン http://sp.animate.tv/radio/details.php?id=moecan-r 

番組配信日   毎週水曜日 15:00 更新 

        バックナンバーは 4 回分まで視聴可能 

配信サイト   アニメイト TV（PC）http://www.animate.tv/ 

                アニメイト TV（スマートフォン）http://sp.animate.tv/ 

出演      新谷良子・大亀あすか 

 



■ソーシャルゲーム『萌え Can ちぇんじ！』 

タイトル    萌え Can ちぇんじ！ 

URL  http://ai-mi.jp 

        QR コード 

   

展開先  docomo 

  au 

  SoftBank 

  Willcom 

  EMOBILE 

  mixi 

  GREE 

  GREE スマートフォン 

  Mobage 

  Mobage スマートフォン 

  ポイントタウン byGMO 

  pixiv モバイル 

 

ジャンル    美少女マイロイド育成着せ替えイタズラゲーム 

料金      基本無料 一部アイテム有料 
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【株式会社アンビション 会社概要】  

 社 名：株式会社アンビション  

 代表者：福島公則  

 事業所：〒171-0013 東京都豊島区東池袋 3-4-3 池袋イーストビル 13F 

 TEL:03-5960-0575 FAX:03-5960-0576  

 事業内容：WEB・モバイル系ゲームコンテンツの開発・制作・運営  

 ホームページ：http://www.ambition.ne.jp/  

■本リリースに関するお問い合わせ  

担当 ：長谷川武 八百坂圭祐  

dev_pub@ambition.ne.jp  

TEL ：03-5960-0575（10:00～19:00） 


