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株式会社サイバード
『イケメン革命◆アリスと恋の魔法』の舞台第２弾
注目のメインビジュアルと全キャストビジュアルを遂に公開！
～2018 年９月６日（木）より全労済ホール／スペース・ゼロにて上演開始～
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 内海 州史）が手掛ける累計会員数 2,000 万人を誇る女性向け恋愛ゲーム 「イケメン
シリーズ」の『イケメン革命◆アリスと恋の魔法』では、2018 年９月６日(木)より上演さ
れる舞台「イケメン革命◆アリスと恋の魔法 THE STAGE Episode 黒のキング
ックウェル」のメインビジュアルと全キャストビジュアルを公開しました。

▲メインビジュアルを遂に公開！

レイ＝ブラ

本舞台は、2018 年１月に上演した「イケメン革命◆アリスと恋の魔法

THE STAGE Episode

黒のエース フェンリル=ゴッドスピード」に続く、第２弾目となります。黒の軍の若きキ
ングであるレイ＝ブラックウェルを物語の中心に描き、原作の世界観を基調にしながらも、
アクション、歌、ダンスを織り交ぜたステージになっています。また、今回本編ストーリ
ーに沿って、
「愛されルート」
「愛するルート」の２つのマルチエンディングで上演します。
お好きなルートをお客様にて選ぶことができ、両ルートをご覧いただくと、２種類のスト
ーリーをお楽しみいただけるようになっています。
◆全キャストビジュアルも公開！

「レイ=ブラックウェル」

「シリウス=オズワルド」 「フェンリル=ゴッドスピード 」

松村優

橋本全⼀

⼩南光司

「ルカ=クレメンス」

「セス=ハイド 」

「ヨナ=クレメンス」

荒⼀陽

⽩⽯康介

⼤⾒拓⼟

「ゼロ 」

「カイル=アッシュ」

「エドガー=ブライト」

薫太

⽥中彪

前⽥陸

「ブラン=ラパン」

「ロキ=ジェネッタ 」

「アリス」

室⿓規

服部武雄

⻘⽊志穏

「ランスロット=キングスレー 」

丘⼭晴⼰

◆従⼠隊のビジュアルも公開！

⼯藤博樹

町⽥達彦

久保瑛則

近⼭祥吾

宮⽥⿓樹

⾕島圭祐

＜舞台あらすじ＞
―恋の魔法にかかったら、もう元の世界に帰れない―
時は 19 世紀ロンドン。白ウサギに似た紳士を追いかけたアリスが迷い込んだのは、科学
の代わりに魔法が発達したもうひとつの世界―クレイドル―この世界では、トランプの紋
章を掲げる 『赤の軍』 と 『黒の軍』 の覇権争いの真っ只中で…？！
元の世界に戻れるのは次の満月の夜を迎える 30 日後… 紳士はアリスにこう忠告する。
「良いかい、アリス。元の世界に帰りたいなら絶対にかかってはいけない魔法が一つある。
それはこの世で最強にして最古の魔法―――恋だよ」
見知らぬ世界で手を差し伸べてくれたのは、黒の軍の若きキング、レイ＝ブラックウェ
ル。
「安心しろ。俺たちと手を取るかぎり、傷一つつけさせない」
レイと“取引”をしたアリスは、黒の軍と行動を共にすることに…。

【公演概要】
タイトル

「イケメン革命◆アリスと恋の魔法 THE STAGE
Episode 黒のキング レイ＝ブラックウェル」

公演日程

2018 年９月６日（木）～９月 11 日（火）

会場

全労済ホール／スペース・ゼロ（提携公演）

チケット

一般チケット：7,900 円（税込・全席指定）
非売品オリジナルグッズ付チケット：9,900 円（税込・全席指定）
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※座席は一般チケットのお客様を含めた指定席となります。
前方席の確約ではございません。予めご了承ください。
※★の公演はアフターイベントがあります。
キャスト

松村優、橋本全一、小南光司、荒一陽、白石康介、大見拓土、薫太、
田中彪、前田陸、室龍規、服部武雄、青木志穏、丘山晴己、
工藤博樹、町田達彦、久保瑛則、近山祥吾、宮田龍樹、谷島圭祐

チケット発売

一般発売：2018 年８月５日（日）AM10:00～
現在、一般チケットを各プレイガイドにて販売中です。

開場

ロビー開場は開演 60 分前。客席開場は開演 30 分前。

公演サイト

http://legendstage.co.jp/ikemen-kakumei/

原作サイト

http://ikemen.cybird.ne.jp/of/title/kakumei/original/

原作

CYBIRD「イケメン革命◆アリスと恋の魔法」

原作イラスト

TCB

脚本・演出

米山和仁（劇団ホチキス）

主催・製作

イケメン革命 THE STAGE 製作委員会

企画・制作

レジェンドステージ

コピーライト

©CYBIRD/イケメン革命 THE STAGE 製作委員会

■『イケメン革命◆アリスと恋の魔法』概要
「イケメンシリーズ」の人気作で、「不思議の国のアリス」
の世界観に、敵対する“赤の軍”と“黒の軍”のドラマティ
ックな抗争を盛り込んだ、シリーズ初の本格ファンタジーで
す。下野紘、諏訪部順一、花江夏樹、柿原徹也、岡本信彦
などの豪華声優陣が、壮大で奥深いストーリーに登場する
14 名の魅力的なキャラクターのボイスを担当しています。
また、ストーリー演出やマイページ、アバターなどおな
じみのゲーム機能が様々な進化を遂げています。
名称

イケメン革命◆アリスと恋の魔法

提供

株式会社サイバード

配信開始日

2016 年 10 月 20 日（木）

情報料

基本プレイ無料、アイテム課金制

アクセス方法

・App Store ／Google Play「イケメン革命」で検索
・App Store
https://itunes.apple.com/us/app/ikemen-ge-ming-arisuto-lia
nno/id1087276648?l=ja&ls=1&mt=8
・Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cybird
.appli.android.als

公式サイト

https://www.ikemen-revolution.jp

公式 Twitter

https://twitter.com/ikemen_revo

公式 LINE@

LINE 友だち検索で「@ikemen_revo」を検索

コピーライト

©CYBIRD

■サイバードについて
会社名： 株式会社サイバード（http://www.cybird.co.jp/）
本社： 東京都渋谷区猿楽町 10-1
代表者： 代表取締役社長

マンサード代官山

内海 州史

設立： 1998 年
事業内容：モバイルコンテンツサービスの提供およびモバイルビジネス支援、
クロスメディアソリューションの開発／提供、モバイルサイト構築、
次世代プラットフォームの研究開発など
＜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
TEL: (03)6746-3108

E-Mail： press@cybird.co.jp

＜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
＊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。

