
 

              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
オフィシャルホームページ http://www.chelip.net 
オフィシャルブログ      http://ameblo.jp/chelip 
Facebook           https://www.facebook.com/Chelip.Cuel 
Chelip Twitter           https://twitter.com/Chelip_Official 
井次麻友 Twitter       https://twitter.com/C___mayu 
藤井美音 Twitter       https://twitter.com/C___mion 

 

 
 
 

 

Chelip(チェリップ)はサンミュージックアカデミーのレッスン生である、 
井次麻友(いつぐまゆ)、藤井美音(ふじいみおん)の 2人組ユニット。 
2012年 8月に結成し 10月にインディーズ CDデビュー&民放テレビ公開生放送デビュー。 
鳥取県が活動拠点でありながら第一線で活動する作家による良質な楽曲と 2 人のキャラクター
で何事においてもセルフプロデュースを行い、常に全力投球するパフォーマンスが 
「自ら運命を切り開く自発型アイドル」として全国から注目を浴びています。 

2015年に発売した 3rd及び 4thCDが山陰のアイドルとしては初のオリコンチャートランクイン。 
現在その実績によりレッスン生でありながら特例としてサンミュージック本社管理の下にて、 
独自のタレント活動を認められ、東京をはじめ全国各地で活動、知名度を高めています。 
2019年 5月 2日に 2019年 8月 31日をもってアイドル活動引退を発表。 
 

 
 

 

 

 

 

鳥取県発! 直感天才型の麻友と感性努力型の美音の 
「ふたりでひとつ」なアイドルユニット 

 

 

2021年 2月 24日現在 



＜Ｃｈｅｌｉｐ プロフィール＞ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 
 
ＶＩＰタイムズ社の「日本タレント名鑑」に Ｃｈｅｌｉｐ・井次麻友・藤井美音 にて掲載されています。 

 
井次 麻友 

（いつぐ まゆ） 
 
愛称：まゆ、まゆ様 
境港市出身  
超マイペースながら決めると
きは決める、外見に反し男前な
性格 
透き通った歌声は多くのファ
ンを持つ 
 
誕生日：1994.12.11   
身長：156cm 
趣味：コスメ収集、ショッピン
グ、人間観察 
特技：メイク、洋服のコーディ
ネート 

 
藤井 美音 

（ふじい みおん） 
 
愛称：みおん・みーちゃん 
米子市出身（神戸市在住大学生
4 年生） 
どんな場でも臨機応変にこな
す MC 力が高い評価を得てい
るライブ音源制作も担当 
しっかりしてるようで案外天
然 
 
誕生日：1996.6.4   
身長：157cm 
趣味：ダンス、読書、アニメ 
特技：パソコンでの画像、音楽
編集、イラスト 

 



【レギュラー活動】 
◆毎月１回の定期公演を地元や県外で行いつつ全国のイベントに精力的に出演中。 
◆ラジオ：「Chelip のぷぷぷ」 地方アイドルとしては日本最長寿・最多回数番組（2012.10.4～）の 

地元コミュニティラジオ DARAZ FM 毎週土曜日 23:00～23:30 放送中 
 

【CD シングル】 
◆2012 年 10 月 17 日 1stCD「Che Che Chelip～魔法のコトバ～／アシンメトリー」 

「Che Che Chelip～魔法のコトバ～」 
作詞：小川ますみ（元アイドルデュオ・パンプキンメンバー、Chelip デビュープロデューサー） 
作曲・編曲：浜田ピエール裕介（関ジャニ∞等作曲、モーニング娘。等の楽曲編曲） 

「アシンメトリー」 
作詞：金本忠(山陰放送社員兼ラッテフレンズプロデューサー) 
作曲：浜田ピエール裕介 

◆2014 年 7 月 16 日 2nd CD「恋愛至上主義／アンデュトロア」 
作詞・作曲・編曲：浜田ピエール裕介氏 

◆2015 年 8 月 15 日 3rd CD「Change the Power!!!／ガールズ・ミッドナイト」 
Chelip 初の全国流通でオリコンインディーズウィークリー17 位、総合デイリー38 位。 

作曲：サワサキヨシヒロ（SMAP 等に楽曲提供） 
作詞：あおまふ（日本レコード大賞新人賞受賞の花岡なつみ「Birthdays」作詞） 
編曲：marimoRECORDS（江夏正晃） 

◆2014 年 12 月 30 日 4th CD「again!／希望交響曲」（TypeA/TypeB） 
  オリコン総合デイリー17 位、総合ウィークリー48 位、インディーズウィークリー5 位。 

「again」 
作詞・作曲：森永康之（せのしすたぁプロデューサー） 

「希望交響曲」 
作詞・作曲：よねざわやすゆき（KOBerrieS♪等楽曲提供） 

◆2016 年 8 月 10 日 5th CD「あなたへ」 
「Chelip バージョン」「花純バージョン」を収録 

   作詞:：鈴木花純(ex.テレジア)、作曲：遠藤正樹(つぶＰ) 
◆2016 年 12 月 14 日 6th CD「it's SHOWTIME!／KeepOn」（TypeA/TypeB） 

ディスクユニオン初のアイドルレーベル"doles U"の第 3 弾アイドルとして両 A 面を発売 
「it’s SHOWTIME」 

   作詞・作曲・編曲：筑田浩志（渡り廊下走り隊/GALETTe 等に楽曲提供） 
「KeepOn」 

   作詞・作曲・編曲：SAWA（佐々木希/Especia/寺嶋由芙等に楽曲提供） 
◆2017 年 8 月 23 日 7th CD「これって恋だと思うんだ／輝る風の中の全て」（TypeA/TypeB） 
  ディスクユニオンのアイドルレーベル"doles U"より両 A 面を発売 

「これって恋だと思うんだ」 
   作詞・作曲・編曲：長谷泰宏(ユメトコスメのメンバーで Negicco 等楽曲・アレンジ) 

「輝る風の中の全て」 
   作詞・作曲・編曲：小林清美(K&M ミュージック代表) 
◆2018 年 2 月 7 日 8th CD「ソング・フォー・ユー／Lovin'you」（TypeA/TypeB） 
 オリコン総合デイリー166 位、インディーズウィークリー15 位。 
ディスクユニオンのアイドルレーベル"doles U"より発売 
「ソング・フォー・ユー」 
作詞・作曲・編曲：Ram On（多数ビッグアイドルに楽曲提供の謎のソングライター） 

「Lovin'you」 
作詞・作曲：connie(Negicco のプロデューサーとして活躍中、R☆M のカバー) 
編曲：Dr.Usui（ドキドキ!プリキュア ED や妄想キャリブレーションへの楽曲提供） 



◆2018 年 11 月 7 日 9th CD「サマータイムシンデレラ_／フラッシュバック」（TypeA/TypeB） 
 ディスクユニオンのアイドルレーベル"doles U"より発売 

「サマータイムシンデレラ」 
作詞・作曲・編曲：秋野温（ロックバンド「鶴」） 

「フラッシュバック」 
作詞・作曲・編曲：りりかる*ことぱぉ(アイドルユニット AH(嗚呼) 
 

【アナログレコード】 
◆2021 年 2 月 24 日「君への prologue/Party は終わらない」（7 インチ） 
 ディスクユニオンのアイドルレーベル"doles U"より発売 

｢.君への prologue｣ 
  作詞・作曲：小林清美、編曲：和田洋平 
｢Party は終わらない｣ 
  作詞・作曲・編曲：筑田浩志「サマータイムシンデレラ」 

 
【CD アルバム】 
◆2019 年 7 月 24 日 「LAST FIRST- CHELIP ALL TIME BEST -」 
 Chelip 最初で最後のアルバムをディスクユニオンのアイドルレーベル"doles U"より発売 
 ベストアルバムとして下記を追加収録。 

「君への prologue」   作詞・作曲：小林清美、編曲：和田洋平 
「Party は終わらない」 作詞・作曲・編曲：筑田浩志 

 
【コーラス参加】 
◆2018 年 9 月 12 日 S-QTY:R 3rdCD「レモンシャーベット・ハニー」 
 
【コンピレーションアルバム】 
◆2015 年 3 月 10 日「Japan Idol File 2」 

タワーレコードのアイドル専門レーベル「T-Palette Records」より発売 
 インディーズアイドル 100 組 100 曲収録 6 枚組アルバム 
 1 枚目の 3 曲目に Chelip の「恋愛至上主義」が収録。 
◆2016 年 10 月 15 日 avex trax「EXA IDOL COMPLEX～Super Duper！」 

鈴木花純 ex.テレジア&Chelip で ELT「出逢った頃のように」を収録。 
 

【楽曲カバー】 
「さんみゅ～」のマネージャーより直々の要請を受け、楽曲の公認カバーを開始。 
岡田有希子の楽曲でもある「ファーストデイト」「くちびる Network」（共にさんみゅ～バージョン） 
 

【テレビ・ラジオ】 
・TBS「ランク王国」 （2013.6） 
  TBS の老舗ランキング番組。「ご当地アイドル注目ベスト 10」に選出（8 位） 
・BS スカパー！241ｃh「ご当地アイドルお取り寄せ図鑑」 （2013.7、2013.8） 
  全国から厳選されたご当地アイドル 24 組が優勝を競うトーナメント番組（1 回戦及び 2 回戦） 
・スカパープレミアム「KawaiianTV LIVE #3」 （2013.5） 
・関西テレビ「ミュージャックやみつきアイドルビーチフェスティバル 2015」 （2015.8） 
  NMB48 チーム N や PASSPO☆と競演。須磨海岸にて公開収録。 
・「こども刑事めめたん」：鳥取県制作ショートアニメ （2015.11） 
  森山一保（米子市出身）原作の人気 4 コマ漫画を原作とした 5 分間番組（全 8 話） 
  県産品・観光地 PR 紹介コーナー（実写パート）に出演。 
  テレビ神奈川、山陰放送、中海テレビ、千葉テレビにて放送 



・「TOKYO IDOL TV NEXT」TOKYO IDOL FESTIVAL 2016 LOVES・HIROSHIMA～男気も女気もあ
るけんねぇ～」 （2016.6） 

フジテレビ ONE TWO NEXT(CS 放送)、NOLIFE（フランスのケーブルテレビ）、テレビ新広島、テ 
レビ西日本、北海道文化放送、テレビ静岡、高知さんさんテレビでも放送（2016.6）  

・千葉テレビ「シャキット!」鳥取観光特集（テレビ神奈川・テレビ埼玉でも放送） （2018.1） 
・NHK ラジオ第 1 放送生放送番組「午後のまりやーじゅ」 （2014.11、2016.1） 
  2014/11/5 タワーレコード嶺脇育夫社長が良曲アイドルとして「オレソング♪」コーナーで 

Chelip の楽曲とメンバーのボイスメッセージが全国放送。 
  2016/1/28 音楽ライターの南波一海氏が担当するコーナー「アイドル情報局」に出演。 
・ブルーレディオドットコム「鳥海鶏太のミュージック・シーバード 第 198 回」 （2015.5） 
・BSS 山陰放送 （2012.9～） 
  年 2 回の BSS まつり、米子がいな祭り、その他テレビ・ラジオ番組多数出演。 
その他、地元メディアなど多数出演 
 
【ＣＭ・インフォマ－シャル】 
・NTT 東日本ＷｅｂＣＭ「方言彼女。×フレッツ光おうち Wi-Fi」 （2014.3） 
・クラシエ（旧カネボウ）ボディソープインフォマーシャル 第 1 弾、第 2 弾(2014.9、2015.3) 
・ソニー・ピクチャーズ 『ANNIE / アニー』×ＤＡＭ (2015.1.17 山陰放送「まいどっ♪」内） 
・サイバーエージェント 新世代トークアプリ「755」 （2015.2） 
・音楽アプリ「ＡＷＡ」 （2015.7） 
・スマホＲＰＧ「剣と魔法のログレス」 （前編・後篇 2015.9） 

・サイバーエージェント 「AbemaTV」第１回～第 5 回（2016.5、2016.9、2017.3、2017.9、2018.3） 
・DARAZ FM 各種サウンドロゴ 

 
【映像作品出演】 
・大特撮短編映画「ネギマン」：㈱ガイナックス制作 （2011、2012） 

米子映画事変 PR 用特撮短編映画メイン女子高生役 
・「じしょう米子」：吉本興行と米子市共同制作の地域発信型短編映画 （2015） 
  沖縄国際映画祭出品作品（監督は米子市出身の島中洋輔氏） 
・「うさぎ追いし」 （2015） 
  唱歌「ふるさと」１００年に合わせて企画された鳥取県出身の作曲家田村虎蔵を描いた 
  地元脚本家の添谷泰一監督作品。麻友と美音は Chelip 本人役として出演。 
 
【書籍等】 
・（株）エンターブレイン発行ムック本「全国あいどる map 2013-2014」  
・週刊プレイボーイ 「永久保存版 注目グループアイドル 100 組完全カタログ」 
・WEB マガジン 日刊サイゾー「このローカルアイドルを見よ！」 
・ドカント（関東圏求人誌）2014 年 2 月号「2014 年ネクストブレイクアイドル」 
・カルチャーマガジン「ＴＲＡＳＨ－ＵＰ！！」Vol.17、Vol.21 
・全国主要タウン情報誌 28 誌共通記事「ロコドル FILE」 
・学研パブリッシング「ＢＯＭＢ」2015 年 4 月号「今月のご当地が～る」 
・竹書房「TopYell」2015 年 5 月号 Chelip 紹介記事掲載 
・昭文社「まっぷる ご当地アイドル」島根県担当でラッテフレンズとしても掲載 
・Rocks Entertainment「CHUGOKU SHIKOKU IDOL FILE」複数号 
・BUBKA 2015 年 11 月号、2017 年 2 月号「ライムスター宇多丸のマブ論」 
・DMM.com「TaSHITE」 2015 年 9 月号「南波一海が選ぶご当地アイドル 18 傑」 
・TowerRecords「bounce」複数号 
その他新聞や雑誌等多数掲載 

 



【鳥取県 PR 活動及び行政関連】 
・J3 サッカーチーム「ガイナーレ鳥取」 “ガイナーレもりあげ隊･ガイナレディーズ”任命 （2014.3～） 
・内閣府関連事業「家族で語ろう、四島のこと」鳥取会場 （2014.12） 
・米子市観光協会 PR ビデオ（「下町編」「淀江編」にナビゲーターとして美音出演） 
・守ろう！自転車の交通ルール～NEGIMAN meets Boys～（県交通安全啓蒙動画）（2015.6） 
・まんが王国鳥取スペシャルサポーター任命（2012.8～） 

まんがドリームワールド/「米子映画事変」/国際マンガサミット歓迎レセプション/ 
まんが王国とっとりグランドフィナーレ/まんがの聖地と呼ばれたい！ 
高知×鳥取 inAKIBA/高知 x 鳥取 まんが王国会議 in AKIBA 

・「観る」「食べる」「遊ぶ」とっとり満喫！鳥取フェア (2014.7） 
イオン伊丹昆陽店にてライブ及び平井県知事と県産品の PR 

・水木しげる先生を偲ぶ会 （2016.3） 
 漫画家水木しげる先生の出身地である境港市で開催された県主催の偲ぶ会にて 
 ドラマ「ゲゲゲの女房」主題歌「ありがとう」を代表献歌 

・鳥取県「みんなで始める県民エコ運動キックオフ！！」 (2017.3） 
省エネソング「it's 省エネ TIME」披露、CD 配布 

・鳥取県「とっとり環境まつり「とりっこエコ活カーニバル」 (2017.11、2018.9） 
・鳥取県広報アニメ「アルケロンレポート 森を守る税金編・白輝姫はイカが編」 (2018.5） 
その他行政関係、地元企業様を問わず全国各地で各種イベント多数出演 

 
【その他情報】 

・朝日新聞 鳥取地方版 毎週土曜日コラム「ちぇりっぷの PiPiPi」連載。（2014.4.26～2017.3.31） 
・読売中高生新聞 2008/2/23 号 コラム「番外地」タワーレコード嶺脇育夫アイドルを語る 
・Chelip オフィシャルブログが Ameba オフィシャルブログとなる 山陰アイドルとしては初。 
・Chelip 公式ホームページがカラーミーショップ大賞 2015 の音楽部門 26 店舗にノミネート。 
・ワンダーフェスティバル 2013【冬】参加 （2014.2.9 幕張メッセにてトークショー＆ライブ実施） 
・ホリブロ主催「U.M.U AWARD 」ALL APAN SELECTION2013 全国選抜 30 組 
・U.M.U の連動企画音ゲーム「BEMANI シリーズ」に「CheCheChelip 魔法のコトバ」収録 
・avex 公式動画サイト参加 BiS の解散記念企画「日本エヴィゾリ化計画公式サイト｣ 
・自主企画『ロコドル×ええもん市 食のみやこ鳥取県物産展』開催 （2014.10） 

鳥取県の後援を受け東京上野アメ横センタービル「アメ横アイドル劇場」において自主開催。 
・日本ローカルアイドル最高峰アイドルユニット「Negicco」との共演実現 

2016 年 1 月 23 日、東京都練馬区の IMA ホールにて地方発アイドルの先駆けとして 
活躍する Negicco さんとの初共演が実現、MC でのサプライズ登場に感涙。 

  ・2019 年 3 月 22 日 市ヶ谷ルーテルホールにて単独ワンマンライブを開催。 
   開催に先駆けてクラウドファンディングにて 1,483,000 円の募集に成功。 

 
【Chelip へのお問い合わせ及び連絡先】 
出演依頼･取材･その他お問い合せは 現場担当：藤井加奈江 までお願い致します 
 

＜ChelipWorks（鳥取運営事務局）＞ 
〒683-0842 鳥取県米子市三本松 1-10-19-203 
◇TEL：050-3704-2012  携帯：090-1353-1484 
◇E-Mail： info@chelip.net または kk001jp@yahoo.co.jp 

 

＜業務管理 株式会社サンミュージックブレーン＞ 
アカデミー担当：福田敬吾(フクダ ケイゴ)  
◇〒160-8501 東京都新宿区左門町 4 番地 四谷アネックス 1F  
◇TEL：03-3354-9603／FAX：03-3341-1317  


