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株式会社サイバード
スケジュールを管理してくれる Amazon Alexa スキル
「CUE!六石陽菜のスケジュール」サービス開始！
～Microsoft Outlook 予定表と連携!Amazon Echo シリーズで日常をサポート～
当社の連結子会社であります、株式会社サイバード（本社：東京都渋谷区、代表取締役
社長 兼 CEO 本島 匡）は、株式会社リベル・エンタテインメント（本社：東京都港区、代
表取締役社長：林田 浩太郎）から受託し、Amazon が提供するクラウドベースの音声サー
ビス「Amazon Alexa」に対応するスケジュール管理スキル「CUE!六石陽菜のスケジュー
ル」の提供を開始します。

■Echo シリーズを始めとした Alexa 搭載デバイスと Microsoft Outlook 予定表を連携し
てスケジュール管理！
Alexa に対応した「CUE!六石陽菜のスケジュール」は、次世代声優育成ゲームアプリ
「CUE!（キュー）」の人気キャラクター「六石陽菜（CV：内山悠里菜）
」が、毎日の予定を
教えてくれるスケジューラーです。
このスキルがあれば、スケジュール管理ツールをその都度パソコンで開かなくても、
Microsoft Outlook 予定表と連携して、日々のスケジュールはもちろん、過去、未来のス
ケジュールを、お手元の Echo シリーズを始めとした Alexa 搭載デバイスで確認することが
出来ます。スクリーン付き Echo Show シリーズなら、時計付き壁紙としても利用可能で
す。
また、
「六石陽菜」が誕生日を祝ってくれたり、クリスマスなどのイベントがある日に、
特別なメッセージをくれたりします。

◆アラート機能で予定時間前にお知らせ！
Microsoft Outlook 予定表の予定の通知指定に合わせて、予定時間の前に Alexa スキル
がアラームで教えてくれます（スクリーン付き端末のみ）
。忙しくても、予定に気付けるの
で便利です。
◆予定が確認できる！
「今日のスケジュール」と話しかけるだけで、あなたの Microsoft Outlook 予定表の予
定を確認できます。もちろん、未来の予定や過去の予定も確認可能です。
◆時計付き壁紙としても使える！
この Alexa スキルを起動しておけば、時計付き壁紙としても利用できます。ランダムで
壁紙が変化するのでいつまでも見飽きません。
◆「六石陽菜」の声に癒される！
次世代声優育成ゲーム「CUE!（キュー）
」のキャラクター・
「六石陽菜」が、マネージャ
ーであるあなたを丁寧にサポートし、時には励ましたり、癒したりしてくれます。
■「CUE!六石陽菜のスケジュール」利用方法
Amazon.co.jp サイトもしくは
Amazon Alexa アプリ＞Amazon Alexa＞
「CUE!」もしくは「六石陽菜のスケジュール」で検索。
◆当スキル詳細ページ：
https://www.amazon.co.jp/dp/B08R34S4ZC
◆利用料：無料
◆対応端末
Echo Show／Echo Show5／Echo Show8／Echo Spot／Echo／Echo dot／Echo Plus／
Fire TV Stick 4K／Fire TV Stick／Fire TV Cube
※推奨は Echo Show、Echo Show5、Echo Show8 でのご利用となります。Fire TV Stick
4K、Fire TV Stick 、Fire TV Cube では一部ご利用いただけない機能があります。
◆サポートされているカレンダー ：
Microsoft Outlook 予定表 (https://outlook.live.com/calendar/)
※法人向け契約のアカウントの場合、管理者の設定によって接続できない場合がございま
す。
予めご了承ください。
◆発話例
・当スキルを起動したい時
「アレクサ、陽菜の簡単スケジュールを開いて」
・当スキルを起動した状態でスケジュールを確認したい時
「アレクサ、今日のスケジュール」
「アレクサ、次のスケジュール」
「アレクサ、明日の
スケジュール」
「アレクサ、昨日のスケジュール」
「アレクサ、おとといのスケジュー
ル」
「アレクサ、先週の木曜日のスケジュール」
「アレクサ、来週の水曜日のスケジュー
ル」
「アレクサ、先月のスケジュール」
「アレクサ、２ヶ月後のスケジュール」等
※現在・過去・未来のスケジュールを確認できます。
・当スキルを起動した状態で、使い方を確認したい時
「アレクサ、ヘルプ」「アレクサ、助けて」
・当スキルを終了したい時
「アレクサ、ストップ」
「アレクサ、さようなら」

■「CUE!（キュー）」について
「CUE!」はユーザーが新人声優のマネージャーとな
り、小さな声優事務所を舞台に彼女たちの奮闘ストーリ
ーを楽しめる次世代声優育成スマートフォンアプリゲー
ムです。ストーリーは新人女性声優陣による全編フルボ
イスとなっており、ゲームの展開とともに実在する彼女
たちの「育成」も進めていく、次元の垣根を超えた楽し
み方を提供しています。
Flower、Bird、Wind、Moon に所属する 16 名の声優のタ
マゴたちを、一人前の声優に育て上げよう！
◆「六石陽菜」とは？
「六石陽菜」は、声優事務所 AiRBLUE（エールブルー）に所属する 16 歳の新人声優。
仲間思いの優しい性格。趣味は亀の世話。寮内でペット（本人にとっては親友）の亀井
さんという亀を飼っている。
■Echo について
Amazon Echo – ハンズフリーで利用が可能、いつでも待機、
直ぐに反応–
Echo シリーズは、音声による操作で、常にハンズフリーで利
用でき、いつでも反応するスマートスピーカーです。お客様が
部屋のさまざまなところから声をかけ、各種の情報や音楽の再
生、ニュース、天気などの情報を求めると、Alexa が直ぐに対応
します。
■Alexa について
Alexa – Amazon Echo を支える頭脳–
Alexa は Echo 端末の頭脳となるクラウドベースの音声サービスです。新しい機能が日々
追加され常に進化し、音楽の再生、ニュースやスケジュールの読み上げ、タイマーやアラ
ームのセット、プロ野球や大相撲などスポーツ結果の確認など、日常のさまざまな場面で
役に立ちます。遠隔音声コントロール技術により、
「アレクサ」と話しかけるだけで、部
屋中のさまざまな場所からでも、これらのすべてを行うことができます。
■サイバード Voice UI 事業について
サイバードは、日本における音声入力を使ったユーザーインターフェース「Voice UI」
のマーケット黎明期から、いち早く音声サービスを提供している Voice UI のパイオニア
です。2018 年には、
「Amazon Alexa スキル開発エージェンシープログラム」に認定。この
プログラムは、企業や個人からスキル開発を受託されている開発会社が一定の条件を満た
している場合に認定される Amazon のプログラムで、日本ではわずか 9 社のみが公式に認
められています。本プログラムに認定されたことでサイバードでは、常に
Alexa に関する最新情報を開発に取り入れた最先端の Alexa スキル開発が可能となってい
ます。
サイバードは今後も VoiceUI 市場拡大、ならびに音声デバイスによる利便性が高く、楽
しい暮らしの実現に努め、音声アシスタントの価値を創造してまいります。
事業紹介ページ： https://www.cybird.co.jp/our_business/voice_ui/
エージェンシー ：https://developer.amazon.com/ja-JP/alexa/agencies-and-tools

■株式会社リベル・エンタテインメントについて
会 社 名：株式会社リベル・エンタテインメント（https://liberent.co.jp/）
本
社：東京都港区芝公園１-１-１ 住友不動産御成門タワー7 階
代 表 者：代表取締役社長 林田 浩太郎
設
立：2006 年９月 26 日
事 業 概 要： ソーシャルゲームの開発・運営
コンシューマーゲームの開発
ゲーム事業に関するコンサルティング業務
■サイバードについて
会 社 名：株式会社サイバード（https://www.cybird.co.jp/）
本
社：東京都渋谷区猿楽町 10-１ マンサード代官山
代 表 者：代表取締役社長 兼 CEO 本島 匡
設
立：1998 年９月 29 日
事 業 概 要： モバイルを軸としたコンテンツサービス/ゲームの提供、コンテンツビジネ
ス支援、クロスメディアソリューションの開発/提供、モバイル/Web サイト
構築、e コマース、次世代プラットフォーム/テクノロジーの研究開発など。
＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞
株式会社サイバード マーケティング統括部
E-Mail： press@cybird.co.jp
＊サイバード及び「ＣＹＢＩＲＤ」ロゴは株式会社サイバードの商標または登録商標です。
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。

＜IR に関するお問い合わせ先＞
株式会社アエリア IR 担当チーム
MAIL：ir@aeria.jp
以上

