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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、以下「サイバ

ード」）は、８月 26 日（水）に発売する『スパイ百貨店 Music&Drama CD Order#1』に、人気

声優・鳥海 浩輔さんと野島 健児さんがゲスト出演することを発表します。 

この出演を記念し、出演者７名の集合サイン入り色紙プレゼントキャンペーンを開催。また二人のオフ

ィシャルコメントも公開いたします。 

 
 

「表の顔は百貨店店員、裏の顔はスパイ」という２つの顔を持つ紳士たちが暗躍する、新規女性向け

プロジェクト『スパイ百貨店』。8 月 26 日（水）に発売する CD 第１巻『スパイ百貨店 

Music&Drama CD Order#1』に、豪華ゲスト声優の出演が決定！  

百貨店店員たちが挑む今回のミッションは、遺産相続を巡る兄弟間の骨肉の争いの解決？ 芸能界

の裏側を舞台に、物語の鍵を握る強欲な兄「獅子神キヨスケ」役を鳥海 浩輔さん、したたかな弟「獅子

神カズマ」を野島 健児さんが演じます。 

 

さらに、ゲスト声優の発表を記念して、出演者 7 名の集合サイン入り色紙があたるキャンペーンも本日

6 月 26 日（金）よりスタート！ 2 人から到着したコメントも公開いたします。 

 

 【公式 Twitter】：https://twitter.com/spy_tohgen 

 

鳥海 浩輔と野島 健児が骨肉争う兄弟に？ 

『スパイ百貨店』ドラマ CD 第１巻のゲスト声優に出演決定！ 
～出演者 7 名の集合サイン入り色紙が当たるキャンペーンもスタート～ 

 

https://twitter.com/spy_tohgen
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■出演者７名の集合サイン入り色紙が当たる！フォロー＆RT キャンペーンキャンペーン実施！ 

ゲストキャラクターの登場を記念して、公式 Twitter(https://twitter.com/spy_tohgen)をフォロ

ーのうえ該当ツイートを RT すると、鳥海 浩輔さん、野島 健児さんをはじめ、メインキャストの住谷 哲栄

さん、坂田 将吾さん、佐香 智久さん、熊谷 健太郎さん、河西 健吾さんのサイン入り色紙が抽選で

【２名様】に当たる、RT キャンペーンを開催します。 

 
開催期間：2020 年 6 月 26 日（金）18:00～7 月 20 日（月）23:59 

 

 

■鳥海 浩輔さん＆野島 健児さんよりコメントが到着！ 

獅子神キヨスケ役・鳥海 浩輔さん、獅子神カズマ役・野島 健児さんからのコメントを公開します。 

 

◆獅子神キヨスケ役・鳥海浩輔さん 

 

獅子神キヨスケ：今回のターゲット。 

メディア王・獅子神の長男で、芸能界を裏で操る影のフィクサー。 

家業を継がず、ドロップアウトしたにも関わらず父親が逝去したとたん、遺

産相続の権利を主張し始める。 

強欲な性格で、目的のためなら犯罪まがいの手段を取ることも珍しくはな

い。 

 

① 『スパイ百貨店』出演にあたっての意気込み、及び世界観や物語についてのご感想をお願します！ 

   とても面白かったです。 

若い人たちが頑張っているのは素晴らしいと思いました。 

② 担当したキャラクターの印象はいかがでしたか？ 

良い意味でわかりやすいキャラクターでした。 

上がって上がって落ちるぞー、みたいな（笑） 

③ 百貨店で働くならば、どの売場で働いてみたいですか？ 

むしろお客さんの立場で行きたいですね。百貨店は楽しい♪ 

https://twitter.com/spy_tohgen
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◆獅子神カズマ役・野島健児さん 

 

獅子神カズマ：今回のミッションにおける依頼人。 

獅子神一族の次男坊で、現当主。 

思慮深く柔和で紳士的という、兄とは真逆の性格。 

しかし、一方でしたたかな面も持つ。 

 

 

 

 

 

 

■商品情報 

名称  ：『スパイ百貨店 Music&Drama CD Order#1』通常盤 

発売日：2020 年８月 26 日（水）  

品番  ：CYRC-0032 

価格  ：2,000 円（税別） 

キャスト：マミヤ（CV.住谷 哲栄）、ユリト（CV.坂田 将吾）、ヒカリ（CV.佐香 智久）、ユキオ

（CV.熊谷 健太郎）、ナグモ（CV.河西 健吾） 

ゲスト：獅子神キヨスケ（CV.鳥海 浩輔）、獅子神カズマ（CV.野島 健児） 

販売元：サイバード 

【通常盤特典 ※非売品】桃源百貨店従業員名刺 ※ランダム封入 

 

 

① 『スパイ百貨店』出演にあたっての意気込み、及び世界観や物語についてのご感想をお願します！ 

スパイのデパート！ どれだけ個性的なスパイが大量に出てくるのかと思ったら、本当に百貨

店だった、が、やっぱり普通ではなかったです。笑 

しかし百貨店という響きには高級で美しい印象がありますよね。作品にもそんな空気感がど

こか感じられます。 

② 担当したキャラクターの印象はいかがでしたか？ 

微笑みながらもその瞳の奥は、、、、！？ 

謎多き人物です。良い人なのか悪い人なのか、、、、？ 

もっと知りたくなる存在です。続編に期待してしまいます！ 

③ 百貨店で働くならば、どの売場で働いてみたいですか？ 

屋上のプレイランドです！ 子供の頃はいつも屋上で遊んでいました。 

今でも百貨店に行くと屋上があるか調べてあったらまず行きます。 

都会のオアシスです。乗り物コーナーなどでちびっこを見守る謎のおじさんとして働きたいで

す。笑 
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名称  ：『スパイ百貨店 Music&Drama CD Order#1』豪華盤 

発売日：2020 年８月 26 日（水）  

品番  ：CYRC-0033 

価格  ：3,850 円（税別） 

キャスト：マミヤ（CV.住谷 哲栄）、ユリト（CV.坂田 将吾）、ヒカリ（CV.佐香 智久）、ユキオ

（CV.熊谷 健太郎）、ナグモ（CV.河西 健吾） 

ゲスト：獅子神キヨスケ（CV.鳥海 浩輔）、獅子神カズマ（CV.野島 健児） 

販売元：サイバード 

【豪華盤特典 ※非売品】 

①ジャケットイラスト使用 44mｍ缶バッジ ５個セット 

②８ページブックレット 

 

1.主題歌「Truth or Lie」 

2.Audio Drama #01「獅子神家の兄弟」 

3. Audio Drama #02「bad guys」 

4. Audio Drama #03「spark」 

5. Audio Drama #04「真価」 

 

■販売サイト 

【nadema】 

・豪華盤 

https://nadema.jp/shopdetail/000000002126/ 

・通常盤 

https://nadema.jp/shopdetail/000000002125/ 

【アニメイト通販】 

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/1805209/ 

【ステラワース通販】 

https://www.stellaworth.co.jp/shop/item_list.php?category_id=&kw=%83X%83

p%83C%95S%89%DD%93X 

 

 

■「スパイ百貨店」とは 

都市の中心部に鎮座する史上最高の デパ

ート“桃源百貨店”。 

ありとあらゆる逸品が並び、超一流の接客を

受けられると評判で、連日多くのお客で賑わっている。 

そんな理想の百貨店には、願えばなんでも手に入る秘密のフロアが存在するという。知る人ぞ知る秘密の

フロアで顧客の要望に応えるのは、百貨店のなかでもとくに優れた能力を持つ紳士たち。 

じつは彼ら、百貨店店員はかりそめの顔で、その正体は極秘任務を遂行するスパイだった！ 

諜報機関という裏の顔を持つ桃源百貨店。 

濁流のように欲望が押し寄せるこの百貨店で、紳士たちは華麗に暗躍する！ 

https://nadema.jp/shopdetail/000000002126/
https://nadema.jp/shopdetail/000000002125/
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/1805209/
https://www.stellaworth.co.jp/shop/item_list.php?category_id=&kw=%83X%83p%83C%95S%89%DD%93X
https://www.stellaworth.co.jp/shop/item_list.php?category_id=&kw=%83X%83p%83C%95S%89%DD%93X


NEWS LETTER 

 

 

【PV】https://youtu.be/q3r389-ATwI 

  

【CAST】 

マミヤ（天野真宮）  ／CV.住谷 哲栄 

ユリト（常磐百合人）／CV.坂田 将吾 

ヒカリ（泉星）     ／CV.佐香 智久 

ユキオ（猪狩雪緒） ／CV.熊谷 健太郎 

ナグモ（黒川南雲） ／CV.河西 健吾 

ゲスト： 

獅子神キヨスケ     ／CV.鳥海 浩輔 

獅子神カズマ      ／CV.野島 健児 

 

【STAFF】 

キャラクターデザイン：風李たゆ 

デザイン：菅野友美 

サウンドプロデュース：MAGES. 

 

【公式アカウント】 

Twitter   ：https://twitter.com/spy_tohgen 

Instagram：https://www.instagram.com/spy_tohgen  

YouTube  ：https://www.youtube.com/channel/UCqY2uajeJsqaweLfzlGXFDQ 

 

【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 

E-Mail： press@cybird.co.jp 

 

 

https://youtu.be/q3r389-ATwI
https://twitter.com/spy_tohgen
https://www.instagram.com/spy_tohgen
https://www.youtube.com/channel/UCqY2uajeJsqaweLfzlGXFDQ
https://www.cybird.co.jp/
mailto:press@cybird.co.jp

