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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 兼 CEO 本島 匡）の女性向け

恋愛ゲーム『イケメン戦国◆時をかける恋』は、2019 年 12 月 26 日（木）より銀座 博品館劇場に
て上演する、舞台第 5 弾「イケメン戦国 THE STAGE 番外編～はじまりの物語～」のメインビジュアル
を公開しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
本舞台は、本編の主人公（水崎舞）がタイムスリップをする４年前。これまで描かれることのなかった

武将たちの過去に焦点をあてた物語です。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
出が散りばめられており、今冬配信の『顕如本編』から登場する新キャラクター「帰蝶」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「イケメン戦国 THE STAGE～織田信長編～」から導入した、マルチ
エンディング方式を採用。鬼と魔エンド・龍と虎エンドの両エンディングで上演します。異なるエンディングを
迎える「鬼と魔エンド」と「龍と虎エンド」、どちらも見逃せません。 
 

『イケメン戦国◆時をかける恋』 
舞台第 5弾「イケメン戦国 THE STAGE 番外編～はじまりの物語～」 

豪華絢爛！待望のメインビジュアルを遂に公開！ 
 

 
 

 

▲ファン待望のメインビジュアルを公開！ 
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■先日のビジュアル撮影風景と過去公演の映像も織り交ぜた特別プロモーション映像を公開！ 

 
 

特別プロモーション映像を youtubeにて絶賛公開中！ 
視聴 URL：https://youtu.be/w0gXo_Gr5AE 

 
【ストーリー】 

舞台は、本編の主人公（水崎舞）がタイムスリップをする４年前。 
その時、乱世では何が起きていたのか？ 

これまで描かれることのなかった、武将たちの過去、本編へ繋がる前日譚ーー 
イケメン戦国「はじまりの物語」がついに解禁。 

------------------- 
この「過去」があったから、「今」の彼がいる。 

武将たちを愛する全てのイケメン戦国ファン必見のステージ！！ 
 
■チケットを入手する最後のチャンス！一般発売が 11月 16日(土)より大好評発売中！！ 
◆チケット情報 
一般チケット 8,400円（税込・全席指定） 
非売品オリジナルグッズ付チケット 10,400円（税込・全席指定） 
番外編スペシャル特典付きチケット 12,400円（税込・全席指定） 
 
【非売品オリジナルグッズ特典】 
『戦ステ～番外編～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』をセットにしてプレゼントしま
す（14 メインキャスト、9公演別パターン）。 
※座席は一般チケットのお客様を含めた指定席でございます。前方席の確約ではございません。予めご
了承ください。 
 
【番外編スペシャル特典】 
『戦ステ～番外編～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』をセットにしてプレゼントしま
す。 
※上記は『非売品オリジナルグッズ特典』と同じ内容のものです。 

https://youtu.be/w0gXo_Gr5AE
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さらに！『山田シロ先生描き下ろしイラスト色紙（全キャスト複製サイン入り）』付き。 
さらにさらに！『座席は前方席確約』です。 
※先着順ではなく前方客席範囲での抽選（指定席）となります。 
 
【チェキ複製キャストブロマイド】 
14 メインキャストが各日時公演用にチェキで 9 パターン撮影し、その写真を複製したスペシャルなブロマイ
ドです。会場にてランダムでお渡しとなります。（キャスト先行でお申し込みの場合は、該当キャストのブロ
マイド確定） 
 
各種特典のお渡しは、御観劇当日の劇場ロビーのみとさせていただきます。 
 
【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～特別編～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 9 回ご観劇のお客様には、上記ポスターを『全キャストサイン入り』で追加プレゼント
いたします。 
 
◆公演概要 
■タイトル：イケメン戦国 THE STAGE 番外編～はじまりの物語～ 
■公演日程/場所：2019年 12月 26日（木）～12月 30日（月）全 9公演 
銀座 博品館劇場 

12月 26日(木) 27日(金) 28日(土) 29日(日) 30日(月) 
12:00    龍と虎 鬼と魔 
14:00  龍と虎 鬼と魔   
17:00    鬼と魔 龍と虎 
19:00 鬼と魔 鬼と魔 龍と虎   

※本公演は「鬼と魔エンド」と「龍と虎エンド」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。 
※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 
 
<キャスト> 
顕如役／中村 誠治郎 
猿飛 佐助役／早乙女じょうじ 
森 蘭丸役／星元裕月 
帰蝶役／秋沢 健太朗 

http://legendstage.jp/ikemen-sengoku/
http://ikemen.cybird.ne.jp/of/title/sengoku/original/index.html
mailto:@LSikemensengoku
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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 
徳川 家康役／木原瑠生 
伊達 政宗役／松村 優 
今川 義元役／竹石悟朗 
明智 光秀役／橋本全一 
上杉 謙信役／橘 龍丸 
織田 信長役／小笠原 健 
 
『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 
・真田幸村 CV : 小野 賢章 
・徳川家康 CV : 増田 俊樹 
・石田三成 CV : 山谷 祥生  
・上杉謙信 CV : 三浦 祥朗 
・顕  如  CV : 新垣 樽助 
・今川義元 CV : 八代 拓 

・伊達政宗 CV : 加藤 和樹 
・豊臣秀吉 CV : 鳥海 浩輔 
・明智光秀 CV : 武内 駿輔 
・武田信玄 CV : 梅原 裕一郎 
・猿飛佐助 CV : 赤羽根 健治 
・森 蘭 丸 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 https://ikemen.cybird.ne.jp/title/sengoku/original/index.html 
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（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  

http://amb.ikemen-sengoku.jp/
https://ikemen.cybird.ne.jp/title/sengoku/original/index.html
https://twitter.com/Cyikemensengoku


NEWS LETTER 

 

 

 
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 

mailto:press@cybird.co.jp

