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株式会社サイバード 
 

  
 

 
株式会社サイバード（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO 本島 匡）が手掛ける、

累計会員数 2,500万人を誇る大人気恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」の最新作「イケメン源氏伝 あやか
し恋えにし」は、初の舞台化作品『イケメン源氏伝 あやかし恋えにし ～義経ノ章～』を 2020年 2月
14日（金）から三越劇場にて上演します。 

2019年 8月にイケメンシリーズ最新作としてリリースされた「イケメン源氏伝 あやかし恋えにし」が遂に
舞台化決定となりました。本舞台は、あやかしの力を得て鎌倉幕府に敵対する反乱軍を率いる源義経を
中心に描き、源義経役をダンスロックバンド・DISH//でアーティストと舞台俳優として活躍中の矢部昌暉
氏が演じます。源頼朝役に、舞台「戦国 BASARA」「刀剣乱舞」をはじめ、多くの 2.5次元舞台に出演
する伊阪 達也氏、さらに谷 佳樹氏、橋本 全一氏、石渡 真修氏、宮城 紘大氏、東 将司氏、松川 
大祐氏ら実力派の人気若手俳優や、荒 一陽氏、瑛(あきら)氏といったイケメンシリーズではお馴染みのキ
ャストから、紅一点のヒロイン役に舞台けものフレンズ「JAPARI STAGE!」で好演した小槙まこ氏を抜擢。
イケメンシリーズ最新作初の舞台を盛り上げます。 
 
◆出演者 

写真上段左から 矢部昌暉(DISH//)、谷 佳樹、橋本全一、石渡真修、宮城紘大、東 将司 
写真下段左から 瑛(あきら)、荒 一陽、松川大祐、小槙まこ、伊阪達也 

 
 
 
 

イケメンシリーズ最新作『イケメン源氏伝
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『イケメン源氏伝 あやかし恋えにし ～義経ノ章～』 

～2019年 11月 9日(土)15時より原作先行チケット発売！～ 
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◆源義経役「矢部 昌暉氏（DISH//）」コメント 
源義経役の矢部昌暉です。 
僕は歴史がとても好きなので、まさか自分が源義経になれるなんて…とても嬉しいです。 
そして大人気のイケメンシリーズに初参加できることも大変光栄に思います。 
ミステリアス×穢れなき狂気。 
この作品の源義経がもつ魅力と自分自身を掛け合わせて、さらに魅力的な義経公を演じられたらなと思い
ます。皆様のご来場お待ちしております。 
 
◆近年の 2.5次元舞台を席巻する伊勢 直弘氏が脚本・演出を担当！ 
舞台『ノラガミ-神と願い-』シリーズはじめ、舞台『この音とまれ』、ミュージカル『アルスラーン戦記』、『アイ★チ
ュウ ザ・ステージ』シリーズなど、2.5次元業界を席巻するヒットメーカー・伊勢 直弘氏が、イケメンシリーズ
の脚本・演出を初担当。原作の世界観を踏襲しつつ、豊富な経験に裏打ちされた斬新な演出手腕で、イ
ケメンシリーズに新たな旋風を巻き起こします。 
 
◆脚本・演出 伊勢 直弘氏 コメント 
優雅かつハードな世界観の中に、思いの強さや葛藤、儚さが盛り込まれた魅力的なドラマ。 
キャラクターも個性的で、舞台化にはとても相性が良い作品だと感じました。 
「イケメンシリーズ」は舞台でもいくつもタイトルが上演されている人気コンテンツ。刺激的で新しい挑戦ができ
そうで楽しみです。「イケメン」というまっすぐなワードチョイスにふさわしい、まっすぐな舞台作品に磨き上げてい
きます。お楽しみに。 
 
◆11月 9日（土）15時からチケット原作先行が開始！◆ 
原作先行でチケットをご購入いただくと劇場にて描き下ろしイラストビジュアルを使用したポストカードをプレゼ
ント！原作先行は 11月 17日（日）までなのでお見逃しなく。 
【チケット原作先行はこちらから】 
・App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1455492336 
・Google Play：
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cybird.appli.android.gen.ja 
申込期間：2019年 11月 9日（土）15:00 ～ 11月 17日（日）23:59 
 
◆公演概要 
■タイトル：舞台「イケメン源氏伝 あやかし恋えにし ～義経ノ章～」 
■公演日程/場所：2020年 2月 14日（金）～2月 20日（木）全 10公演 ＠三越劇場 

2月 14日(金) 15日(土) 16日(日) 17日(月) 18日(火) 19日(水) 20日(木) 
13:00  B A     
14:00      A B 
18:00  A B     
19:00 A   A B B  
※ロビー開場は開演の 1時間前、客席開場は開演の 30分前となります。 
※未就学児はご入場できません。 
※エンディング A/Bパターンとなります。(キャストはＡ、Ｂ共通となります) 

https://itunes.apple.com/jp/app/id1455492336
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cybird.appli.android.gen.ja
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■チケット： 
特典付きチケット：11,000円(税込・全席指定) 
※座席は一般チケットのお客様を含めた指定席です。 
前方席の確約ではございませんので予めご了承ください。 

＜特典内容＞ 
◆鎌倉幕府セット◆ 
鎌倉幕府ブロマイドブック 1冊【全 1種】＋L版ブロマイドセット（キャスト 1枚＋イラスト 1枚） 
【全 10種】 

 
◆反乱軍セット◆ 
反乱軍ブロマイドブック 1冊【全 1種】＋L版ブロマイドセット 
（キャスト 1枚＋イラスト 1枚）【全 10種】 
※「鎌倉幕府セット」「反乱軍セット」は別々のキャストブロマイド、イラストブロマイドになります。 
※ブロマイドキャラクターはお選びいただけます。 
一般：8,800円(税込・全席指定) 
 
■チケット一般発売日： 
2020年 1月 11日(土) 
劇場にお越しいただいたお客様にゲーム内で使用できるアイテムをプレゼント 
※配布方法、プレゼント内容については後日発表します。 
 
■原作：CYBIRD「イケメン源氏伝 あやかし恋えにし」 
■キャラクターデザイン／原画：藤未都也 
■原作プロデューサー：藤原健太 (CYBIRD) 
■原作ゲームシナリオライター：久里山奈知 (CYBIRD) 
■企画・制作：スーパーエキセントリックシアター 
■主 催：舞台「イケメン源氏伝」製作委員会 
■公式サイト：https://ikemengenjiden-stage.com/ 
■公演に関するお問い合わせ：スーパーエキセントリックシアター 03-6433-1669(平日 11：00～

18：00) info@set1979.com 
■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） 
■コピーライト：©CYBIRD / 舞台「イケメン源氏伝」製作委員会 
 
＜キャスト＞ 
源義経役／矢部昌暉（DISH//） 
玉藻役／谷 佳樹 
鞍馬役／橋本全一 
安倍泰親役／石渡真修 
梶原景時役／宮城紘大 

https://ikemengenjiden-stage.com/


 

 

NEWS LETTER 

 
 

平重衡役／東 将司 
安達盛長役／瑛(あきら) 
那須与一役／荒 一陽 
武蔵坊弁慶役／松川大祐 
ヒロイン役／小槙まこ 
源頼朝役／伊阪達也 
他 
 
◆『イケメン源氏伝 あやかし恋えにし』とは 
イケメンシリーズ 4年ぶりの日本史×恋愛をテーマにした作品です。物語は、平家を滅ぼした源頼朝が征
夷大将軍に任命された 1192年を舞台に、平凡な町娘だった主人公が、傷ついた小狐を拾い不思議な
力を得た事から展開していきます。鎌倉幕府、それに対立する反乱軍の戦に巻き込まれ、源頼朝、義経
の源氏兄弟をはじめ、那須与一や武蔵坊弁慶など総勢 10名の宿命背負う男たちとの恋愛をお楽しみい
ただける、壮大な恋物語です。 
 
◆ストーリー 
――時は鎌倉時代、１１９２年。 
征夷大将軍、源頼朝に滅ぼされたはずの弟、源義経は、あやかしの力を得て生きていた。 
ある日、薬師であるあなたは傷ついた小狐を助けた直後、頼朝と義経の戦いに巻き込まれてしまい…… 
「お前の魂は美しい。よって、この俺と契ることを許そう」 
何と、助けた狐は妖狐だった！彼に取り憑かれ、不思議な力を手に入れたあなたは―― 
源氏兄弟を中心に沸き起こる戦乱の中で、狂おしくも鮮やかな恋に落ちていく。 
 
◆総勢 10名の彼らと、豪華声優陣が出演！  
人気イラストレーター藤 未都也さんがキャラクターデザインを手掛け、キャラクターボイスを豪華声優陣が務
めます。 
《 登場キャラクター&声優陣 》 
源頼朝 (CV：福山 潤)、梶原景時 (CV：子安 武人)、安達盛長 (CV：三木 眞一郎)、 
平重衡 (CV：市川 蒼)、玉藻【九尾の狐】 (CV：田丸 篤志)、源義経 (CV：石田 彰)、 
武蔵坊弁慶(CV：関 智一)、那須与一 (CV：鈴木 崚汰)、鞍馬【烏天狗】(CV：森川 智之)、 
安倍泰親 (CV：浪川 大輔) 
 
◆ゲームの遊び方：特別なボイスを聴くことができる「カード」や「おでかけ」なども登場！ 
毎日無料で「1話」分ずつ読みすすめていくことができる「ストーリー機能」をメインに、お気に入りの彼をマイ
ページに設定することができる機能や、あなた自身となるマイアバターと、彼アバターをおしゃれに着せ替えが
できる「アバター機能」、ミニゲームとしてプレイできる「おでかけ機能」が搭載されています。「カード」では、そ
のカード専用のキャラクターのセリフや、特別なボイス、彼との甘いシチュエーションを描いたイラストなど、スト
ーリーとはまた違った、彼の魅力をお楽しみいただけます。 
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■『イケメン源氏伝 あやかし恋えにし』概要 
名 称  イケメン源氏伝 あやかし恋えにし 
情 報 提 供  株式会社サイバード 
配信開始日  2019年 8月 20日 
アクセス方法 App Store／Google Play で「イケメン源氏伝」で検索 
公 式 サ イ ト https://ikemen.cybird.ne.jp/title/genjiden/original/index.html 
公式Ｔｗｉｔｔｅｒ https://twitter.com/ikemen_genjiden 

公 式 L I N E LINE友だち検索で「イケメン源氏伝」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（https://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 兼 CEO 本島 匡  
設       立：1998年 9月 29日  
事 業 概 要：モバイルを軸としたコンテンツサービス/ゲームの提供、コンテンツビジネス支援、クロスメディア

ソリューションの開発/提供、モバイル/Web サイト構築、e コマース、次世代プラットフォー
ム/テクノロジーの研究開発など。 

 
 
 
 
＊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 
 

 

▲左から「ストーリー機能」画面、「カード」画面、「おでかけ機能」画面 

https://twitter.com/ikemen_genjiden
mailto:press@cybird.co.jp

