2018 年 2 月 8 日
報道関係者各位
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』、
第 3 弾の舞台「イケメン戦国 THE STAGE～織田信長編～」の出演キャストを発表！
～2 月 9 日（金）より特典付きゲーム先行販売開始～
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）の累計会員数
1,700 万人を誇る女性向け恋愛ゲーム「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』
にて、4 月 5 日（木）よりシアター1010 で上演する、第 3 弾となる舞台「イケメン戦国 THE STAGE
～織田信長編～」の出演キャストやあらすじを公開しました。また、主演を務める織田信長役の小笠原
健さんより、本舞台への意気込みも到着しています。

本舞台は、2017 年 4 月に上演した初舞台「真田幸村編」、8 月に上演した第 2 弾「織田軍 VS
“海賊”毛利元就編」に続く、第 3 弾目となります。天下統一を志す戦国武将・織田信長を物語の中心
に描き、舞台でしか味わえない、アクション、殺陣、ダンス、歌を織り交ぜた、新感覚エンターテインメントを
お届けします。
今回初の試みとして、『イケメン戦国◆時をかける恋』の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。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。一般的にマルチエンディング作品は、エンディング
10 分程度が違うことが通例ですが、本舞台はなんと、後半 45 分程度のストーリーが変わります。全く異
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。

◆注目の出演キャストを公開！
本作の主役となるドＳ×唯我独尊の魔王「織田信長」には、第 1 弾、第 2 弾
でも圧倒的な存在感を示し、様々な 2.5 次元舞台で名を連ねる “小笠原健” が主演として続投決
定！

カリスマ×ヤンデレ「上杉謙信」には、ミュージカル「忍たま乱太郎」等で 大活躍する “橘龍丸”が続投、
ミステリアス×意地悪の「明智光秀」には、 舞台「私のホストちゃん REBORN」や舞台「ハイキュー！！」
等に出演した注目の俳優 “橋本全一”が続投、大人×女たらし「武田信玄」には、
舞台 「刀剣乱舞」で豪快な芝居で好演を見せた“横山真史”、
俺様×ツンデレの 「真田幸村」には、舞台「DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD」で主演を
つとめた“荒一陽”、フェロモン×頭脳明晰の「石田三成」には、モデルと して活躍中の“天野眞隆”が続
投、野心家×天邪鬼「徳川家康」 には、舞台「弱虫ペダル」真波山岳役が決定した『 JUNON
SUPERBOY ANOTHERS』の“杉山真宏” が続投。
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”が続投。小悪魔×腹黒アイド
ル 「森蘭丸」には、舞台「あんさんぶるスターズ！オン・ステージ」や ミュージカル「スタミュ」で活躍中の“星
元裕月”、セクシー×浮世離れ 「今川義元」には、様々な舞台で活躍中の“竹石悟朗”、モテ男×兄貴
肌「豊臣秀吉」には、前作に引続き“緑川睦” と、ミュージカル「テニスの王子様」等で活躍中の“滝川広
大”が W キャストで出演。非情×復讐鬼の「顕如」には、 TV ドラマ『スター☆コンチェルト』から“鷹松宏
一”が続投、クール✕マイペース「猿飛佐助」には、第 1 弾・第 2 弾 に引き続き“早乙女じょうじ”が続投。
そして、前作主役の「毛利元就」には、舞台「弱虫ペダル」等で活躍中の “原嶋元久”の続投が、
破天荒×快楽主義者の「伊達政宗」には、ミュージカル「新☆雪のプリンセス」等で
活躍中の“米原幸佑”が続投が決定しました。

＜あらすじ＞
「貴様が俺の、心を奪った」
京都への旅行中、『水崎舞』は雷に打たれる。
目を開けるとそこは、本能寺の変の真っ只中で……？
「貴様、天下人の女になる気はないか？」
織田信長の命を救ったことで、『幸運を運ぶ女』と気に入られてしまった舞は、
彼の傍に仕えることに……！？
突如始まった戦国ライフ――豊臣秀吉・徳川家康・伊達政宗・石田三成・明智光秀……
歴史に名を残す武将たちに囲まれて、舞は信長の城・安土城で暮らし始めた。
再びタイムスリップして現代に戻る日の自由を賭け、舞は信長と囲碁勝負をすることになる。
「俺が勝つごとに貴様の身体のどこかをひとつ奪う。触れようが口づけようが、自由にする……」
唯我独尊で邪魔する者には容赦のない信長に、舞は戸惑い、怖れを抱く。
戦を重ね、多くの人間の命を奪ってきた魔王の凍った瞳――
その奥底に秘められた信念とぬくもりに触れたとき、舞の胸に新たな感情が芽生えはじめる。
けれど、宿敵に囲まれた織田軍は戦火の中を突き進み……
かけがえのない人と出逢い、変わりゆく自分を受け入れる意思が未来を切り開く
――『幸福』な恋

互いを思う気持ちが奇跡を起こし、戦国時代と現代、五百年の時と運命を乗り越える
――『情熱』の恋
この春、二つの恋の結末が、花開く……

◆明日 2 月 9 日（金）より特典付きゲーム先行販売開始！
２月 9 日（金）正午より、特典付きゲーム先行販売を開始します。
特典内容：戦ステ～信長編～イラストビジュアル・ポストカード
販売期間：2018 年２月９日（金）12:00～2 月 14 日（火）23：59
チケット販売 URL：http://eplus.jp/is-game/
チケット抽選結果発表日：2018 年 2 月 17 日（土）13：00

◆出演キャストが登場する、公式 PV を公開！
出演キャストが登場する、本舞台の公式 PV を公開しました。人気シンガーソングライター・藤田麻衣子さ
んが歌う「きっと感じてた」の楽曲が流れます。
公式 PV：https://www.youtube.com/watch?v=cKbflKaQfj0&feature=youtu.be

◆織田信長役・小笠原健さんよりコメントが到着！
Q：前々作・前作を経て、今回主演になられた感想は？
率直に嬉しいです。少しずつですが、確実にこのイケメン戦国という作品が、盛り上がってきていると
いうのを感じますので、みんなで作ってきたこの流れを壊さないよう大切に、でも大胆に元気よく
演じたいと思います。頑張ります。
Q：イケメン戦国ファンへメッセージを！
イケメン戦国ファンの皆様、お待たせしました「織田信長編」です。ファンの皆様の期待を力に変えて、
舞台イケメン戦国も、沢山の方に喜んでいただけるようキャスト、スタッフ一同、力を合わせて
頑張りますので、ぜひ劇場へ観に来て下さい。
夢と感動と興奮のステージ、イケメン戦国、ご期待くださいませ。

【公演情報】
・タイトル：「イケメン戦国 THE STAGE ～織田信長編～」
・公演日程/場所：2018 年 4 月 5 日（木）～4 月 9 日（月）＠シアター1010
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・キャスト一覧
「織田信長」小笠原健、「上杉謙信」橘龍丸、「明智光秀」橋本全一、「武田信玄」横山真史、
「真田幸村」荒一陽、「石田三成」天野眞隆、「徳川家康」杉山真宏(JB アナザーズ)、
「水崎舞」早乃香織、「森蘭丸」星元裕月、「今川義元」、竹石悟朗、
「豊臣秀吉」緑川睦(情熱ルート)・滝川広大 (幸福ルート)、 「顕如」鷹松宏一、
「猿飛佐助」早乙女じょうじ、「毛利元就」原嶋元久、「伊達政宗」米原幸佑
・チケット：7,800 円（税込・全席指定）
非売品オリジナルグッズ付チケット：9,800 円（税込・全席指定）
特典グッズ一覧
非売品オリジナルグッズ付チケット

戦ステ～信長編～
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
（16 メインキャストそれぞれ 8 パターンを公演別にランダム配布）
複製キャストブロマイド確定／8 公演別パターン

特典付きゲーム先行

戦ステ～信長編～イラストビジュアル・ポストカード

特典付きキャスト別先行

非売品キャストブロマイド
※キャスト先行にて非売品オリジナルグッズ付きチケットお求めのお客様
へはチェキ複製キャストブロマイドも該当キャストをご用意させて頂きま
す。
8 公演別パターン

特典付き第 2 次ゲーム先行

戦ステ～信長編～イラストビジュアル・ポストカード
※1 次ゲーム先行の特典と同じ内容となります。

特典付き第 2 次キャスト先行

非売品キャストブロマイド ver.2

幸福・情熱ルート通し観劇特典

山田シロ先生描き下ろしイラスト色紙＆キャストサイン
※メインビジュアルとは異なるイラストとなります。

来場者特典

詳細は後日発表します。

リピーター特典

戦ステ～信長編～イラストビジュアル・キャスト直筆サイン入りポスター

※観劇 4 回対象

※サインは 2 パターンよりランダムで 1 枚
→パターン詳細は後日発表します。

・一般発売：2018 年 3 月 11 日（日）AM10:00～
・公演サイト：http://legendstage.co.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」
・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／イケメン戦国 THE STAGE
■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 マンサード代官山
代表者：代表取締役社長 内海 州史
創設：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、モバイルコマース、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 高谷
TEL: (03)6746-3108 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。

