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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』の、舞台化作品「イケメン戦国 THE STAGE 番外編～は
じまりの物語～」は、KDDI 株式会社が展開する「au スマートパスプレミアム」と、KDDI 株式会社と、ぴ
あ株式会社が運営するサービス「uP!!!ライブパス」にて、12月 30日（月）17:00 に行われる千秋楽
公演の生配信が決定しました。こちらの視聴チケットを12月19日（木）22:00より販売開始します。
さらに本生配信チケットを購入いただくと、生配信はもちろん、その後のアーカイブ映像の視聴も 2020 年
3月末まで可能です。※ストリーミング配信の視聴にあたっては、通信料が別途かかります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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、12 月 23 日(月)配信予定の『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。 

女性向け恋愛ゲーム『イケメン戦国◆時をかける恋』 
舞台化作品「イケメン戦国 THE STAGE 番外編～はじまりの物語～」 

「au スマートパスプレミアム」「uP!!!ライブパス」にて 
12月 30日（月）千秋楽公演の生配信が決定！ 
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■「イケメン戦国 THE STAGE 番外編～はじまりの物語～」 「uP!!!ライブパス」配信概要 
内容 「イケメン戦国 THE STAGE 番外編～はじまりの物語～」千秋楽公演を「au スマート

パスプレミアム」「uP!!!ライブパス」にて生配信・アーカイブ配信します。 
配信日時 2019年 12月 30日（月）17:00配信開始 
料金 uP!!!ライブパス Free  ：3,000円(税抜） 

au スマートパスプレミアム：1,500円（税抜） 
uP!!!ライブパス Plus  ：1,500円（税抜） 

受付期間 2019年 12月 19日（木）22:00 ～ 12月 30日（月）19:00 
申込 URL https://www.up-now.jp/articles/id/78432?refer=hp_cy_ikemen_20191230 

 
■「イケメン戦国 THE STAGE 番外編～はじまりの物語～」公演概要 
公演日程 2019年 12月 26日（木）～ 12月 30日（月）全 9公演 
場所 銀座博品館劇場 
チケット 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） 

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 https://twitter.com/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 

https://www.up-now.jp/articles/id/78432?refer=hp_cy_ikemen_20191230
http://legendstage.jp/ikemen-sengoku/
http://ikemen.cybird.ne.jp/of/title/sengoku/original/index.html
https://twitter.com/lsikemensengoku
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■uP!!!ライブパスとは 
厳選された音楽ライブや演劇公演のチケット先行、uP!!!ライブパス限定イベントやステージの裏側をの

ぞけるバックステージツアーへのご招待、映画鑑賞券や uP!!!ライブパス限定イベントグッズのプレゼント等、
プレミアムでオトクな体験をご提供し、エンターテイメントライフをより豊かにするサービスです。加えて、いつ
ものお出かけに使えるレジャー施設の割引クーポンや、音楽ライブ映像を提供します。 
さらに「Free プラン」（無料）と「Plus プラン」(月額 450円)の 2種類のプランをご用意。「Plus プラン」
だけが応募できる先行受付、ご招待受付や、申込みの当選確率がアップする嬉しい特典もご用意！ 
※「uP!!!ライブパス」オフィシャル HP：https://www.up-now.jp/ 
 
■「auスマートパスプレミアム」とは 
「auスマートパスプレミアム」は、スマホライフを充実させる便利なアプリや、おトクなクーポン、あんしんのスマ
ホサポートなどを月額情報料 499 円でご利用いただけるサービスです。2019 年 11 月 19 日より、従
来の「おトク」、「楽しい」、「あんしん」特典に加えて、映像・音楽・書籍などのエンタメデジタルコンテンツを
お楽しみいただけるようになり、さらに人気アーティストの完全招待制ライブやチケットの先行予約といったリ
アル特典も拡充いたしました。なお、2019年 12月 18日より、auに限らずスマートフォン・タブレットをお
持ちのすべてのお客さまが利用可能です。 
最新の特典内容など詳細は、こちら https://pass.auone.jp/main を参照ください。 
 
『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」な真田幸村など名だたる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 

・帰  蝶  CV : 梶 裕貴     ・ ・前田慶次 CV : ??? 
・直江兼続 CV : ??? 
 
■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/ 

https://www.up-now.jp/
https://pass.auone.jp/main
http://amb.ikemen-sengoku.jp/
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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  
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 

https://ikemen.cybird.ne.jp/title/sengoku/original/index.html
https://twitter.com/Cyikemensengoku
mailto:press@cybird.co.jp

