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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、2019 年 2 月 21 日（木）よりサンシャイン

劇場にて上演する、舞台化第 4 弾「イケメン戦国 THE STAGE ～上杉謙信編～」のメインビジュアル

を公開しました。本件の公開に合わせ、1月12日（土）18:00よりチケットの一般発売を開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

「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』、 
舞台第 4 弾「イケメン戦国 THE STAGE～上杉謙信編～」のメインビジュアルを遂に公開！ 

 

～1 月 12 日（土）18:00 よりチケットの一般発売を開始！～ 

▲ファン待望のメインビジュアルを公開！ 
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◆上杉謙信役「橘 龍丸氏」よりコメントが届きました！ 

この作品は、皆さんご存知の通り、幸村編から始まり、少しずつ大きくなってい

って、今回池袋サンシャイン劇場でやらせていただくっていうのは、本当に感慨

深いものもたくさんあります。ここまで色々なことがあり、色々な想いを詰め込み

ながら、皆、このステージを盛り上げていこう！と一致団結して頑張ってきまし

たので、是非とも、この公演を皆さんに見ていただいて、また次のイケメン戦国

THE STAGE に僕も繋げていきたいなと思ってます。 

そして、謙信編が一番面白いと言われるように、全力投球でやらせていただき

たいと思っておりますので、皆さん、是非とも劇場でお待ちしております。 

 

▼橘 龍丸氏のコメント動画はこちらから▼ 

https://youtu.be/TZ1C2reFjKg 

 

◆各回別来場者特典の詳細も公開！ 

【各回別来場者特典】 

回ごとに組み合わせの違うキャストブロマイド（各回別、二枚一組）をプレゼント！ 

・2/21(木)情熱 14:00  織田信長（小笠原 健）＆ 豊臣秀吉（滝川広大）  

・2/21(木)幸福 19:00  伊達政宗（米原幸佑）＆ 明智光秀（瑛（あきら）） 

・2/22(金)情熱 19:00  上杉謙信（橘 龍丸）＆ 水崎舞（早乃香織） 

・2/23(土)情熱 13:00  猿飛佐助（早乙女じょうじ）＆ 真田幸村（荒 一陽） 

・2/23(土)幸福 18:00  森蘭丸（星元裕月）＆ 顕如（高橋駿一） 

・2/24(日)幸福 12:00  武田信玄（横山真史）＆ 今川義元（竹石悟朗）  

・2/24(日)情熱 16:30  石田三成（天野眞隆）＆ 徳川家康（木原瑠生） 

 

【幸福・情熱ルート通し観劇特典】 

幸福・情熱両ルートをご観劇のお客様へ『山田シロ先生描き下ろし上杉謙信イラスト（カラー）＆全キ

ャストサイン入り色紙』をプレゼント致します。（サインは複製となります） 

※イラストビジュアルとは異なるイラストとなります。 

 

【リピーター特典】 

4 回以上ご観劇のお客様に『非売品 戦ステ～上杉謙信編～イラストビジュアル B2 ポスター』を 

プレゼントいたします。さらに全 7 回ご観劇のお客様には、上記ポスターを『全キャスト直筆サイン入り』で

追加プレゼント致します。 

 

※各特典の詳細は公式サイトをご覧ください 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/TZ1C2reFjKg
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◆「イケメン戦国◆時をかける恋」原作グッズを公開！ 

「イケメン戦国◆時をかける恋」原作グッズを一部公開！ランダムイラスト色紙とランダムイラスト缶バッジは、

いずれも新規の描き下ろしイラストを使用！ 

※値段などの詳細は、公式サイトをご覧ください。キャストグッズの情報も後日発表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※商品の仕様・内容は変更になる場合があります。 

 

◆チケットの一般発売を 2019 年 1 月 12 日（土）18:00 より開始！ 

■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）  

 

■一般発売:2019 年 1 月 12 日（土）18:00 より 

 

■プレイガイド：チケットぴあ[発売日以降]  

0570-02-9999 <P コード:490-866> 24 時間 

  （メンテナンス：月・火 26:30～29:30）                                                                                           

   http://w.pia.jp/t/ikemen-sengoku/ 

   セブンイレブン、サークルＫ・サンクス、チケットぴあ店舗、チケットぴあ WEB サイト                                                                                                                        

                                                                                                                                                                         

ローソンチケット [発売日以降] 

     0570-08-4003 <L コード:32847>24 時間 

     0570-00-0407 (オペレーター)10:00～20:00                    

     https://l-tike.com/ikemen-sengoku/                                                                                                                      

     ローソン店内 Loppi                                                                                                                             

                                                                                                                                                                         

e+(イープラス)   http://eplus.jp/ikemen-sengoku/  

     ＋ ファミリーマート各店舗 

                                                                                                                                                           

 

 

▲ランダムイラスト缶バッジ 400 円 ▲ランダムイラスト色紙 600 円 

http://w.pia.jp/t/ikemen-sengoku/
https://l-tike.com/ikemen-sengoku/
http://eplus.jp/ikemen-sengoku/
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CN プレイガイド 

0570-08-9999[10:00～18:00]                

     http://www.cnplayguide.com/ 

     ＋ ファミリーマート各店舗 

 

※0570 で始まる電話番号は、一部の携帯電話・ＰＨＳからはご利用になれません。                              

※音声自動応答での受付番号はダイヤル回線からのご利用はできません。 

  プッシュ回線またはトーン信号の出る電話機からおかけください。                                        

 

◆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/場所：2019 年 2 月 21 日（木）～2 月 24 日（日）全 7 公演 ＠サンシャイン劇場 

2 月 21 日 

（木） 

22 日 

（金） 

23 日 

（土） 

24 日 

（日） 

12:00    幸福ルート 

13:00   情熱ルート  

14:00 ★情熱ルート    

16:30    情熱ルート 

18:00   幸福ルート  

19:00 ★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。 

※「★」はアフターイベントがあります。詳細は後日発表致します。 

 

■特典： 
・来場者特典（各回別） 
・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） 
※各特典の詳細は公式サイトをご覧ください 
 
■公演サイト：http://legendstage.jp/ikemen-sengoku/ 
■原作サイト：https://ikemen.cybird.ne.jp/title/sengoku/original/index.html 
■公式ツイッター：https://twitter.com/@LSikemensengoku 
 

■原作：CYBIRD「イケメン戦国◆時をかける恋」  

■キャラクターデザイン/原画：山田シロ 

■脚本・演出：宮城陽亮   

■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 

 

 

 

 

http://www.cnplayguide.com/
http://legendstage.jp/ikemen-sengoku/
https://ikemen.cybird.ne.jp/title/sengoku/original/index.html
https://twitter.com/@LSikemensengoku


 

NEWS LETTER 

 
 

＜あらすじ＞ 

「愛している。お前がいなければ、息もできないほどに」 

それはきっと――痛いほどの幸福、すべてを焼き尽くすような情熱。 

 

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。 

 

＜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 

 

■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 

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 

 

 

 

 

＊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。 

＜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 

http://www.cybird.co.jp/
mailto:press@cybird.co.jp

