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Kizuna AI のプロデュース・サポート体制に関して

このたび、Kizuna AI のプロデュース・サポートにつきまして、「Project A.I.」という
プロデュースチームを一新いたしました。
Kizuna AI のプロデュース体制を改めて組織しなおし、再出発を図ります。
今後はファンの皆様の声により耳を傾け、Kizuna AI の「みんなとつながりたい」という思
いを実現していく所存です。
まずは、Kizuna AI がそれぞれもっと輝き、ファンの皆様から応援してもらいやすいよう
に、各々の判別がつきやすい取り組みを実施していきます。
取り組みの詳細につきましては、12 月 1 日（日）に開催されるファンミーティングイベン
ト「A.I’ll meet you in 2019」（通称：#あいみちゅ）にて発表予定です。
イベントの様子は以下にて LIVE 配信を実施予定ですので、ぜひご覧ください。
【YouTube】
第一部：https://youtu.be/KvuCpBLJtv8
第二部：https://youtu.be/clIA9ssTjPU
【bilibili】
https://live.bilibili.com/1485080
また、中国で活動する绊爱（Kizuna AI）につきましては、中国の別法人が運営するバーチ
ャルタレント事務所「哎咿多（アイード）」がすべてのプロデュース・サポートをしてまい
ります。
さらに、3 周年となり新たなステージへ挑戦していく一助となることを願い、Kizuna AI の
公式サイトを近日リニューアルする予定です。
なお、Project A.I.としての Twitter も開始し、ファンの皆様へ Kizuna AI に関する情報が
より浸透するよう発信していく準備をしております。
【Project A.I. オフィシャル Twitter】
https://twitter.com/ProjectAI_
これからも何卒、応援の程宜しくお願いいたします。

November 30, 2019
Activ8 Inc.
Structural Plan of Supporting and Producing Kizuna AI
We would like to announce that we have renewed Kizuna AI’s support and production team, “Project
A.I.”
Kizuna AI’s production team will be reorganized and will be making a fresh start once again.
We would like to take in more fan opinions into consideration to further accomplish Kizuna AI’s wish
of “connecting with everyone.”
First, for all the Kizuna AI to shine more individually and for them to obtain individual fan support,
we will take measures to differentiate each one of them.
The details will be presented at Kizuna AI’s fan meeting event, “A.I’ll meet you in 2019” on
December 1, 2019. The event will be live streamed through the following platforms:
【YouTube】
Part 1: https://youtu.be/KvuCpBLJtv8
Part 2: https://youtu.be/clIA9ssTjPU
【bilibili】
https://live.bilibili.com/1485080
Furthermore, the Kizuna AI (绊爱) who is active in China, is produced and supported solely by a
Chinese virtual talent management entity, “AiYiDuo” (哎咿多).
This year marks the 3rd year for Kizuna AI, and thus we will be renewing the official Kizuna AI
website in wishes of taking on new challenges.
We will also open a new Twitter account for Project A.I. in order to provide fans with more
information on Kizuna AI.
“Project A.I. Official Twitter”

https://twitter.com/ProjectAI_
Thank you and we look forward to your continued support.
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关于 Kizuna AI 的 Produce・Support 体制

此次，就 Kizuna AI 的 Produce・Support 体制，开发团队「Project A.I.」进行了一系列
的更新。
我们调整了 Kizuna AI 的 Produce 体制，并已再次出发。
今后，我们将真诚聆听粉丝们的声音，努力实现 Kizuna AI「想要与大家建立连接」的梦
想。
首先，为了让 Kizuna AI 们都能大放异彩，也为了让粉丝们的应援更加轻松，我们将实施以
下对策，让大家可以更容易分辨。
关于实施对策的详细内容，我们已预定于 12 月 1 日（日）举办的粉丝回馈线下活动
「A.I'll meet you in 2019」（通称：#あいみちゅ）进行发表。
活动将通过以下网址进行直播，期待您的观看。
【YouTube】
第一部分：
https://youtu.be/KvuCpBLJtv8
第二部分：
https://youtu.be/clIA9ssTjPU
【bilibili】
https://live.bilibili.com/1485080
此外，在中国活动的绊爱（Kizuna AI）的一切企划和运营，均由中国当地法人的虚拟艺
人厂牌「哎咿多（アイード）」负责。
另外，在三周年到来之际，为了能够帮助 Kizuna AI 登上全新的舞台，我们还将在今日对
Kizuna AI 的官方网站进行更新。
Project A.I.还建立了 Twitter，为向各位粉丝更加深刻准确地传达 Kizuna AI 的消息做准
备。
【Project A.I.官方 Twitter】
https://twitter.com/ProjectAI_
今后也请多多关照。

