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株式会社サイバード
「イケメンシリーズ｣の人気タイトル『イケメン戦国◆時をかける恋』、
2019 年２月に上演の舞台第４弾
「イケメン戦国 THE STAGE～上杉謙信編～」、
全出演キャストが決定！本日よりチケット先行発売開始
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）の女性向け恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」の『イケメン戦国◆時をか
ける恋』は、第４弾となる舞台「イケメン戦国 THE STAGE ～上杉謙信編～」を、2019 年２
月 21 日（木）より池袋サンシャイン劇場にて上演します。全出演キャストと、本アプリの
キャラクターデザインを手掛ける山田 シロ先生による描き下ろしビジュアルを公開しま
した。また、本日 11 月 13 日（火）18 時より、ゲーム先行とキャスト先行のチケット販売
が開始となります。

▲山田シロ先生による描き下ろしビジュアル（右）

本舞台は、軍神と称される上杉謙信を物語の中心に描き、上杉謙信役を、第 1 弾・第３
弾の舞台でも好演を博した、橘 龍丸氏が演じます。今回も舞台でしか味わえないアクショ
ン、ダンスなど数多くの演出が散りばめられおり、その中でも橘 龍丸氏の迫力ある殺陣は
本舞台の見所の一つとなっています。また、これまでの舞台でも存在感を示したキャスト
が引き続き出演するほか、今作から３名の新キャストも加わり、より一層魅力的な舞台を
お届けします。
そのほか、今回も第３弾の舞台から導入した、マルチエンディング方式を採用。『イケメ
ン戦国◆時をかける恋』のアプリ同様、本編ストーリーに沿って、幸福ルート・情熱ルー
トの両ルートで上演します。異なるエンディングを迎える「情熱ルート」と「幸福ルート」、
２ルートどちらも見逃せません。
◆注目の全出演キャストを公開！
本作の主役となるカリスマ×ヤンデレ「上杉謙信」には、前作に引き続きミュージカル
「忍たま乱太郎」や舞台「NORN9 ノルン+ノネット」等で大活躍する橘 龍丸氏の続投が決定！
クール×マイペース「猿飛佐助」には、本作第一弾から同役を演じている早乙女 じょう
じ氏、大人×女たらし「武田信玄」には舞台「十二大戦」等に出演の横山 真史氏、俺様×
ツンデレ「真田幸村」には舞台だけでなく声優としても活躍する荒 一陽氏、フェロモン×
頭脳明晰「石田三成」にはモデルや舞台俳優など幅広く活躍する天野 眞隆氏、モテ男×兄
貴肌「豊臣秀吉」には Live Musical「SHOW BY ROCK」等で活躍する滝川 広大氏、ヒロイン
「水崎舞」には原作の TVCM ナレーションも務める早乃

香織氏が続投、小悪魔×腹黒アイ

ドル「森蘭丸」にはミュージカル「スタミュ」で活躍中の星元 裕月氏、セクシー×浮世離
れ「今川義元」には舞台「信長の野望・大志 -春の陣-」で主演の一人を務める竹石 悟朗
氏、破天荒×快楽主義者「伊達政宗」には Live Musical 「SHOW BY ROCK!!」で主演を務め
る米原 幸佑氏、 ドＳ×唯我独尊「織田信長」にはミュージカル「ふしぎ遊戯～蒼ノ章～」
等で活躍する小笠原 健氏の続投が決定しました。また、今作からの新キャストとして、ミ
ステリアス×意地悪「明智 光秀」には舞台「あんさんぶるスターズ！オン・ステージ」等
で活躍中の瑛（あきら）氏、野心家×天邪鬼「徳川家康」には Live Musical「SHOW BY ROCK」
で活躍する木原 瑠生氏、非情×復習鬼「顕如」には舞台『ハイキュー!!』等で活躍する高
橋 駿一氏の３名が新しく加わり、より魅力的な世界を作り上げます。

【メインキャスト一覧】

「上杉謙信」
橘⿓丸

「猿⾶佐助」

「武⽥信⽞」

「真⽥幸村」

早⼄⼥じょうじ

横⼭真史

荒⼀陽

「⽯⽥三成」

「豊⾂秀吉」

「⽔崎舞」

「森欄丸」

天野眞隆

滝川広⼤

早乃⾹織

星元裕⽉

「今川義元」

「伊達政宗」

⽵⽯悟朗

⽶原幸佑

「織⽥信⻑」
⼩笠原健

◆新キャスト 3 名も登場！

「明智光秀」
瑛（あきら）

「徳川家康」

「顕如」

⽊原瑠⽣

⾼橋駿⼀

【あらすじ】
城下で浪人に絡まれた『水崎舞』は、
偵察に来ていた軍神 上杉謙信に助けられるけれど、冷たい態度であしらわれ…。
戦狂いで女嫌いの謙信のことを理解できないと思う反面、
ふとした瞬間に見せる物憂げな瞳や隠された優しさ、深い人間性を知って惹かれていく。
謙信の方も、舞の素性を知らないまま、その純粋さと強さに心動かされる。
しかし、やがて二人は戦火の中で巡り合い…。
その中で、舞は謙信の持つ脆さに触れ…双方、抗えない恋に落ちた。
直後、舞が織田軍に庇護されている存在だということを知った謙信は、激情に任せて彼女
をさらう。
敵同士でありながら危うい関係を築くふたり。
やがて明るみに出る謙信の哀しい過去と、それが引き金となってしまった謙信の深すぎる
愛執。
舞は謙信の消えない傷も、激しすぎる熱も、すべて受け止める決意をする。
◆11 月 13 日（火）より特典付きゲーム先行販売開始！
販売期間：2018 年 11 月 13 日（火）18:00〜11 月 18 日（日）23：59
特典内容：戦ステ～上杉謙信編～イラストビジュアル・ポストカード
※第２次ゲーム先行の特典も同じ内容となります。
チケット販売 URL：http://eplus.jp/isu-game/
チケット抽選結果発表日：2018 年 11 月 21 日（水）13：00 以降

◆公演概要
タイトル

「イケメン戦国 THE STAGE ～上杉謙信編～」

公演日程

2019 年２月 21 日（木）～２月 24 日（日）全７公演
２月

21 日

22 日

23 日

24 日

（木）

（金）

（土）

（日）

12:00

幸福ルート

13:00
14:00

情熱ルート
情熱ルート

16:30

情熱ルート

18:00
19:00

幸福ルート
幸福ルート

情熱ルート

※本公演は幸福ルートと情熱ルート２パターンのマルチエンディングに
よる上演となります。
会場

サンシャイン劇場（池袋）

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）
※特典：『戦ステ～謙信編～イラストビジュアル扇子』＆『チェキ複製キ
ャスト
ブロマイド』セット（14 メインキャスト、７公演別パターンをランダムに
配布）

先行発売

第１次ゲーム先行＆キャスト先行：
2018 年 11 月 13 日（火）～11 月 18 日（日）
第２次ゲーム先行＆キャスト先行：
2018 年 11 月 21 日（水）～11 月 26 日（月）
ＰＧ最速先行：11 月 29 日（木）～12 月２日（日）予定
ツイッター先行：12 月４日（火）～12 月９日（日）予定
２．５フレンズ先行：12 月４日（火）～12 月９日（日）予定
一般先行：12 月４日（火）～12 月９日（日）予定

特典

・来場者特典
・幸福・情熱ルート通し観劇特典
・リピーター特典

※対象：４回以上観劇

各特典内容の詳細は後日公開いたします。

一般発売

2018 年 12 月中旬以降
チケットに関するお問い合わせ：
公演事務局 0570-200-114（10:00～18:00）

キャスト

上杉 謙信役 橘 龍丸、猿飛 佐助役 早乙女じょうじ
武田 信玄役 横山真史、真田 幸村役 荒 一陽
石田 三成役 天野眞隆、豊臣 秀吉役 滝川広大
水崎 舞役

早乃香織、明智 光秀役 瑛（あきら）

徳川 家康役 木原瑠生、森 蘭丸役

星元裕月

今川 義元役 竹石悟朗、顕如役 高橋駿一
伊達 政宗役 米原幸佑、織田 信長役 小笠原 健
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.jp/ikemen-sengoku/

原作サイト

http://ikemen.cybird.ne.jp/of/title/sengoku/original/index.html

公式ツイッター

@LSikemensengoku

原作

CYBIRD「イケメン戦国◆時をかける恋」

原作イラスト

山田シロ

企画・制作

レジェンドステージ

主催

イケメン戦国 THE STAGE 製作委員会

コピーライト

©CYBIRD/イケメン革命 THE STAGE 製作委員会

『イケメン戦国◆時をかける恋』とは
本能寺の変真っ只中の“戦国時代”へタイムスリップし、「ド S×唯我独尊」な織田信長、
「破天荒×快楽主義者」な伊達政宗、「俺様×ツンデレ」な真田幸村など 14 名の戦国武将
との恋をお楽しみいただけます。豪華声優陣による 1,500 種類以上のキャラクターボイス
が、ログイン時やミニゲーム、ストーリー中などに収録されています。
【キャラクターおよび、キャラクターボイス担当声優】
・織田信長 CV : 杉田 智和

・伊達政宗 CV : 加藤 和樹

・真田幸村 CV : 小野 賢章

・豊臣秀吉 CV : 鳥海 浩輔

・徳川家康 CV : 増田 俊樹

・明智光秀 CV : 武内 駿輔

・石田三成 CV : 山谷 祥生

・武田信玄 CV : 梅原 裕一郎

・上杉謙信 CV : 三浦 祥朗

・猿飛佐助 CV : 赤羽根 健治

・顕如

・森蘭丸

CV : 新垣 樽助

・今川義元 CV : 八代 拓

CV : 蒼井 翔太

・毛利元就 CV : 小西 克幸

■配信概要
名称

イケメン戦国◆時をかける恋

情報提供

株式会社サイバード

配信開始日

2015 年６月 22 日

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 ストアにて「イケメン戦国」で検索
◆Ameba

http://amb.ikemen-sengoku.jp/

公式サイト

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

公式 Twitter

https://twitter.com/Cyikemensengoku

公式 LINE@

LINE 友だち検索で「@ikemensengoku」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。

