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株式会社リベル・エンタテインメント
イケメン役者育成ゲーム『A3!（エースリー）
』下北沢カレーフェスティバルコラボ企画
「MANKAI CURRY FESTIVAL」実施決定！

当社の連結子会社であります、株式会社リベル・エンタテインメントは、イケメン役者育成ゲーム『A3!
（エースリー）』
（iOS/Android アプリ）について、演劇の街・下北沢で実施される「下北沢カレーフェス
ティバル 2022」とのコラボ企画「MANKAI CURRY FESTIVAL」を実施します。
■MANKAI カンパニーの劇団員たちがカレーフェスを応援！「MANKAI CURRY FESTIVAL」開催！
2022 年９月 30 日(金)～10 月 31 日(月)の期間で東京・下北沢で開催される「下北沢カレーフェステ
ィバル 2022」とのコラボ企画「MANKAI CURRY FESTIVAL」を実施します。
『A3!』に馴染みのあるカレー
とのコラボとして、新生 MANKAI カンパニーが年に一度のカレーの祭典「カレーフェスティバル」を盛
り上げるべく、期間中、現地では劇団員 24 名がピックアップしたおススメ店のご紹介やグリーティン
グ企画などを予定。カレーフェスティバルに参加する 117 店舗の中から 24 店舗にて、劇団員のキャラ
クターパネルの展示やオリジナルコースター配布の他、カレーフェスティバル MAP 内で、キャラクター
による店舗紹介コメント掲載等を行います。
さらに、自宅から参加できる SNS キャンペーンも実施しますので、ぜひご参加ください！

■「MANKAI CURRY FESTIVAL」開催概要
MANKAI CURRY FESTIVAL
施策名
※下北沢カレーフェスティバル 2022 とのコラボ施策になります
会期
2022 年９月 30 日(金)～10 月 31 日(月）
場所
下北沢駅周辺
イベントに関する
お問い合わせ

株式会社アイラブ
TEL：03-6804-9710（平日 10:00～18:00）

■「MANKAI CURRY FESTIVAL」施策内容
＜劇団員のオススメ店舗紹介＞
カレーフェスティバルに参加する 117 店の中から、劇団員オススメ
の 24 店舗をご紹介！紹介店舗には担当劇団員が応援に駆け付け、
サイン色紙も飾られています。
該当店舗は施策参加店一覧と店舗マップでご確認ください。
＜対象メニューの注文でオリジナルコースタープレゼント＞
MANKAI カレーフェス実施店舗（劇団員オススメ 24 店舗）にて、カ
レーフェス対象メニュー（ミニカレーを含む）をご注文頂き『A3!』
のアプリ画面を提示するとオリジナルコースターを１枚お渡しし
ます。
※店舗の応援劇団員が所属する組（６名）の中からランダ
ムでのお渡しとなります。
※コースターは無くなり次第終了となります。

＜どこからでも参加できる Twitter キャンペーン＞
現地だけでなく家からでも参加できる、Twitter キャンペーンを開催します。A3!公式アカウント
（@mankai_company）をフォローの上、下記いずれかの条件でツイートしてくれた方の中から抽選で 33 名
様に「オリジナルコースターセット（全 24 種）」をプレゼント！
①カレーフェス対象メニューの写真に「#MANKAI カレーフェス」「#下北沢カレーフェス」を付けてツイ
ート
②自作カレーの写真に「#MANKAI カレーフェス」「#おうちカレー」の 2 つを付けてツイート
キャンペーン期間：2022 年９月 30 日(金)～10 月 31 日(月)
当選者数：抽選による 33 名様
対象者：A3!公式アカウント（@mankai_company）をフォローし、期間中に➀➁いずれかのハッシュタグで
対象ツイートをされた方
当選発表：抽選の上、ご当選者様には公式アカウントより Twitter のダイレクトメッセージにてご連絡
します。当選発表は、ダイレクトメッセージの当選連絡をもって代えさせていただきます。

＜１日宣伝隊長・亀吉グリーティング＞
「MANKAI カンパニー」のマスコット・亀吉がカレーフェスの１日宣伝隊長として登場します！
撮影タイムもあるかも？ 是非、見かけたらご参加ください！
実施日：2022 年 10 月８日（土）、10 月９日（日）、10 月 22 日（土）、10 月 23 日（日）
実施時間：12 時～／14 時～／16 時～ ※各回 10 分程度を予定
実施場所：下北沢駅東口駅前（雨天時 京王井の頭線高架下）
実施内容：亀吉の登場と囲み撮影会
※感染症予防対策のため、握手などの接触やツーショットでの撮影は禁止とさせて頂きます
※現地ではスタッフの指示に従っていただくようご協力お願いいたします
※天候等の影響により、予告無く内容が変更、中止となる場合がございます。予めご了承ください。
■MANKAI カレーフェス参加店舗一覧
該当劇団員
佐久間咲也
碓氷真澄

店舗名

URL

atelier?
咖喱とカレーパンの店 天馬屋 下北沢店

https://curryfes.com/?p=1775
https://curryfes.com/?p=1928

バビシャー

https://curryfes.com/?p=1967

茅ヶ崎 至

BURGERS TOKYO

https://curryfes.com/?p=1715

シトロン

ニックンロール

https://curryfes.com/?p=1976

卯木千景

PHO' MINH 下北沢店

https://curryfes.com/?p=1991

皇 天馬

ARKBOX

https://curryfes.com/?p=1718

Flight Lounge

https://curryfes.com/?p=1835

向坂 椋

TOKYO SPICE CURRY 赤と黒 下北沢店

https://curryfes.com/?p=1925

斑鳩三角

ADDA

https://curryfes.com/?p=2030

三好一成

ヤキトリてっちゃん talking GORILLA

https://curryfes.com/?p=1910

兵頭九門

楽観

https://curryfes.com/?p=1922

摂津万里

中華居酒屋一心

https://curryfes.com/?p=1829

兵頭十座

喫茶ネグラ

https://curryfes.com/?p=1808

七尾太一

啼寅東京（テトラトウキョウ）

https://curryfes.com/?p=2021

伏見 臣

202 カリー堂

https://curryfes.com/?p=1901

古市左京

黒川食堂

https://curryfes.com/?p=1970

泉田 莇

es

https://curryfes.com/?p=1886

月岡 紬

Nan station CAFE&TERRACE

https://curryfes.com/?p=1997

高遠 丞

狛犬珈琲

https://curryfes.com/?p=1694

御影 密

MAKAPU'U Hawaiian Style

https://curryfes.com/?p=1805

有栖川 誉

スープカレーポニピリカ

https://curryfes.com/?p=1853

BALLON D'ESSAI

https://curryfes.com/?p=2051

えくぷり

https://curryfes.com/?p=1958

皆木 綴

瑠璃川 幸

雪白 東
ガイ

■MAP

■注意事項
＜MANKAI カレーフェス実施店舗における注意事項＞
・各店舗により営業日・営業時間が異なります。事前にご確認の上、ご来店頂くようお願いいたします。
・本キャンペーンに関する店舗への直接のお問い合わせはお控えください。
・混雑時含め、お店のスタッフの指示に従って頂くようご協力をお願いいたします。
・一般のお客様も参加されているため、写真撮影の際などは通路確保などの配慮をお願いいたします。
・グッズ交換・譲渡は店舗利用者のご迷惑となりますので、店外にてお願いいたします。
・発熱・倦怠感・風邪症状など、体調不良の方は参加をお控えください。
・適切なソーシャルディスタンスを保ちながらカレーフェスをお楽しみください。
・接触感染を防ぐため、適宜手指の消毒をお願いします。
・飛沫感染のリスクを軽減するため、適宜マスクの着用をお願いします。
・マスクの着用や検温、消毒をはじめとする各店舗ごとの感染予防対策にご協力をお願いいたします。

＜Twitter キャンペーンにおける注意事項＞
・応募時にアカウントを非公開にしている場合や、当選連絡時にアカウントを削除されている又は、公式
アカウントのフォローを外していると対象外となります。
・ご当選時に Twitter アカウントを削除されている場合や A3!公式アカウントのフォローを外されてい
ると対象外となります。
・当選者入力フォームに複数の当選アカウントから【同一名義かつ同一住所】での入力があった場合、ご
本人様にご連絡の上、お送りする賞品は１セットとさせていただきます。
・当選権利の譲渡や、賞品の転売、交換、譲渡は不可です。
・キャンペーン期間終了後、ご当選者様には公式アカウントより Twitter のダイレクトメッセージにて
ご連絡をいたします。
・ダイレクトメッセージでのご連絡後、１週間でのご返信をお願いいたします。期限を過ぎた場合は、自
動キャンセルとさせていただきます。
・賞品の発送は 11 月中旬頃を予定しております。発送時期は前後する場合がございます、あらかじめご
了承ください。
・ご当選者様の都合による交換・返品は受け付けておりません。
・発送事故などによる賞品の不着は弊社での責任は一切負いかねます。
・ご不在や受け取り拒否による発送会社から事務局へ返送があった場合は再発送はいたしかねます。確
実にお受け取り出来る住所をお送り先として記載をお願いいたします。
・到着日時指定や発送会社の変更は出来かねます。

■『A3!』とは？

『A3!』は劇団の主宰兼『総監督』となり、イケメン劇団員たちをキャスティングして青春ストーリー
が楽しめるイケメン役者育成ゲームです。メインストーリーは豪華声優陣によるフルボイス。春組、夏
組、秋組、冬組に所属するまだ“つぼみ”状態のイケメン役者たちを小劇場の舞台上で満開に咲かせよ
う！
■ストーリー
「カントク！オレたちを…咲かせてください！」
東京の郊外の街、天鵞絨（ビロード）町。この町には『ビロードウェイ』と呼ばれる通りがあり、多く
の劇団が拠点にする劇団員の聖地となっている。突然届いた一通の手紙を頼りにこの地に降り立ったあ
なた。元舞台役者のあなたが出会ったのは―…【・借金まみれ！・お客ゼロ！・劇団員たった 1 名！】か
つての栄光を失った潰れかけのボロ劇団！ひょんなことからその劇団を立て直すことになったあなたは、
劇団の主宰兼『総監督』を任されることになって―…？待望のメインストーリー第四部制作決定！
■ゲームのポイント

POINT1 豪華フルボイス！演劇
開花ストーリー
メ イ ンスト ー リ ー は フ ル ボ イ
ス！演劇の世界へ飛び込んだ新
米劇団員たちの全力開花を見届
けよう！

POINT2 劇団員を育てて自分好
みにキャスティング！
育成したい劇団員をチョイスし
て、簡単タップで稽古しよう！
育てた劇団員は公演で活躍して
くれるよ！

POINT3 楽しいミニゲーム！出
稼ぎでハートキャッチ！
タップが楽しい出稼ぎミニゲー
ムにも挑戦しよう！選んだ劇団
員の組み合わせで変化するミニ
会話にも注目！

■クレジット
キャラクターデザイン：冨士原良
メインシナリオライター：トム
楽曲制作陣：大石昌良／園田健太郎／ヒゲドライバー／R・O・N／織田あすか（Elements Garden）／
末益涼太(Elements Garden)／利根川貴之／北川勝利(ROUND TABLE)／ゆよゆっぺ／沖井礼二（TWEEDEES）
／emon(Tes.) 他
■声優陣
赤澤燈／浅沼晋太郎／市来光弘／五十嵐雅／江口拓也／置鮎龍太郎／小野大輔／柿原徹也／影山達也／
楠大典／熊谷健太郎／小西克幸／小西成弥／酒井広大／櫻井孝宏／佐藤拓也／沢城千春／白井悠介／
武内駿輔／田丸篤志／寺島惇太／土岐隼一／豊永利行／浪川大輔／西山宏太朗／野上翔／畠中祐／
羽多野渉／濱健人／日野聡／廣瀬大介／広瀬裕也／帆世雄一／安元洋貴／山谷祥生 他（五十音順）

■A3! 詳細
タイトル
アプリアイコン

配信開始日
価格
カテゴリー
対応 OS
公式サイト URL
iOS URL
Android URL
公式 Twitter
権利表記

A3!（読み方：エースリー）

2017 年１月 27 日（金）
基本プレイ無料(一部アイテム課金制)
イケメン役者育成ゲーム
iOS/Android ※機種によりご利用頂けない場合があります。
https://www.a3-liber.jp
https://itunes.apple.com/jp/app/a3!/id1160565264?l=ja&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.liberent.mankai
@mankai_company
©Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved.

■株式会社リベル・エンタテインメントについて
リベル・エンタテインメントは『アイ★チュウ』、
『A3!』
、『蒼焔の艦隊』をはじめ、ソーシャルゲーム、
スマートフォンアプリの開発から運営まで多岐にわたり展開しています。社名のリベル（Liber）とは「生
産と豊穣」を司る古代ローマ神の名前で、穀物が豊かに実るように、豊かな発想でクリエイティブなエン
タテインメント作品を生み出したいと思い名付けました。
■その他『A3!』に関するお問い合わせ先
株式会社リベル・エンタテインメント
〒101-0047 東京都千代田区内神田 3-6-2 アーバンネット神田ビル 9F
MAIL：pr@liberent.co.jp
URL: https://liberent.co.jp/
※IR に関するお問い合わせは、子会社ではなく当社（ir@aeria.jp）へお問合せください。
以上

