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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、エイベックス・ピクチャーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長 寺島 ヨシキ 

代表取締役社長 勝股 英夫）、株式会社 ABC ライツビジネス（本社：東京都港区、代表取締役

社長 後藤 利一）と協業で、2 次元×3 次元がクロスする新しい形のメディアミックス演劇コンテンツ『青

山オペレッタ』を、9 月 15 日（火）17 時より開始します。 

 
■メディアミックス演劇コンテンツ『青山オペレッタ』が始動！ 

東京・青山を本拠地に、演劇、オペラ、バレエをはじめ、あらゆるジャンルを極めた個性的な役者たちが

集まる歌劇団『青山オペレッタ』を舞台とする、2 次元×3 次元がクロスする新演劇コンテンツプロジェクト

『青山オペレッタ』が、9 月 15 日（火）よりスタートいたします。 

メインキャラクターの声優には、実際の舞台でも活躍中の長江崚行、大隅勇太、大平峻也、友常勇

気、8 人組男性ボーカルグループ SOLIDEMO のメンバーとして活躍している中山優貴やダンスロックバン

ド・DISH//のメンバーの矢部昌暉、「ノーヴァ」の演出家 槙晋作役には、声優として活躍中の利根健太

朗が脇を固め、声優という枠に囚われないキャスティングとなっています。 

2 次元×3 次元！メディアミックス演劇コンテンツ 

『青山オペレッタ』始動！ 
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◆あらすじ 

東京・青山を本拠地に、未婚の若い男性だけで構成された百年以上に及ぶ由緒ある歌劇『青山オペ

レッタ』。その成り立ちから女性役も男性が演じるのが特色。伝統ある青山オペレッタに入団することは、日

本中の役者の憧れである――。 

 

ストーリーはその『青山オペレッタ』の記念すべき「100 期生」として演技、歌、踊り、すべてにおいて素人

の「宮嶋あさひ（CV：長江崚行）」が入団、新チーム「ノーヴァ」に選抜されるところから始まります。 

 

 

■ティザームービー公開＆公式 Twitter、公式 YouTube チャンネルが OPEN 

『青山オペレッタ』は 9 月 15 日(火)17 時より公式ホームページ(http://aoyamaoperetta.com/) 

にて公開するティザームービーを皮切りに、公式 Twitter、公式 YouTube チャンネルも開設します。 

さらに毎週土曜日 26 時 30 分から ABC ラジオにて、メディアミックス第一弾として看板ラジオ番組

「ラジオペ！〜こちら青山オペレッタ広報部〜」を放送開始します。 

番組 MC には、槙晋作役の利根健太朗を迎え、「ノーヴァ」メンバーの長江崚行、中山優貴、大隅勇

太、矢部昌暉、大平峻也、友常勇気が週替わりで登場します。 

初回放送は 2020 年 10 月 10 日（土）となりますが、放送開始を記念して、10 月 3 日（土）

21 時 05 分から「ノーヴァ」メンバー6 名が総出演する特別番組の放送が決定、公式 YouTube チャン

ネルでは、映像付きバージョンも配信いたします。 

様々な展開を行っていく『青山オペレッタ』を是非ご期待ください！ 

◆ティザームービー 

https://youtu.be/FJaRojbuXe8 

 

◆「ラジオペ！〜こちら青山オペレッタ広報部〜」放送開始記念 特別番組概要 

放送局：ABC ラジオ 

放送日時：10 月 3 日（土）21 時 05 分〜21 時 59 分  

出演者：MC 利根健太朗  

      長江崚行、中山優貴、大隅勇太、矢部昌暉、大平峻也、友常勇気 

※公式 YouTube チャンネルでは、映像付きバージョンを配信予定 

 

◆「ラジオペ！〜こちら青山オペレッタ広報部〜」番組概要 

 放送局：ABC ラジオ 

放送日時：10 月 10 日（土）より毎週土曜日 26 時 30 分〜 

出演者：MC 利根健太朗  

     週替わり：長江崚行、中山優貴、大隅勇太、矢部昌暉、大平峻也、友常勇気 

アーカイブ：ABC ラジオ放送後から『青山オペレッタ』公式 YouTube チャンネル 

        radiko（※一部有料コンテンツが含まれます。）にて配信予定。 

番組へのお便り：ao@abc1008.com 

ラジオ番組 Twitter：＠radio_operetta 

http://aoyamaoperetta.com/
https://youtu.be/FJaRojbuXe8
mailto:ao@abc1008.com
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■CAST＆キャストコメント発表！ 

宮嶋 あさひ役：長江崚行  1998 年 8 月 26 日生まれ、大阪府出身。 

 TV『天才てれびくん』シリーズ、ミュージカル「ヘタリア」シリーズ

（イタリア役）、舞台『Messiah メサイア』シリーズ（御池万

夜 役）、舞台『KING OF PRISM』シリーズ（香賀美タイガ 

役）をはじめ、近年の主な出演作品に、「RE:CLAIM」、「天

才てれびくん the STAGE〜てれび戦士 REBORN〜」、「12

人の怒れる男」、「文豪ストレイドッグス 序」などがある。 

 

【コメント】  

 

宮嶋あさひを演じさせていただきます、長江崚行です。この大きな企画の始まりから参加させていただけるこ

と、本当に嬉しいです。声優を務めるのは初めてですが、歌もお芝居もやったことないあさひと寄り添いなが

ら、誠意をもって作品に臨みたいと思います。よろしくお願いします！ 

 

斎 鷹雄役：中山優貴  1991 年 4 月 2 日生まれ、千葉県出身。 

 8 人組男性ボーカルグループ SOLIDEMO のメンバーとし

て、音楽活動だけでなく、役者としても活躍する驚異の 10 頭

身。 

CX「好きな人がいること」、NTV「母になる」、TBS「下町ロケッ

ト」、舞台「おそ松さん on STAGE〜SIX MEN’S SHOW 

TIME」他出演。 

 

【コメント】  

 

男だらけのこの作品。熱く、美しく、素敵な時間をお届けできたらなと思います！ 

新しい取組みに今からとてもワクワクしています！聞いてくれている方に声や雰囲気だけでいろんな想像を

してもらえるように努めます！ 

 

櫻井 ノエ役：大隅勇太  1995 年 2 月 9 日 (25 歳) 

 ダンスボーカルグループ XOX のボーカルを務め、グループのダ

ンスの振り付けやライブ構成を手掛けるなど中心メンバーとして

活動後、ミュージカル『テニスの王子様』(柳生比呂士役)の出

演を機に俳優として活躍の場を広げている。主な出演作品に、

「僕のヒーローアカデミア」The “Ultra” Stage 本物の英雄

(ヒーロー) PLUS ULTRA ver.（荼毘役）、舞台「真・三國

無双 〜赤壁の戦い IF〜」 （ 趙雲 役）がある。  

 

 

【コメント】  

顔合わせ、本読みがあったときからずっと楽しみにしています。共演者の皆さん素敵で、自分もその中で櫻

井ノエと『青山オペレッタ』を沢山の方に楽しんでもらえるよう愛してもらえるよう、精一杯やらせて頂きたいと

思います。応援よろしくお願いします！ 
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長衛 輝夜役：矢部昌暉 1998 年 1 月 9 日生まれ、東京都出身、B 型。 

 2013 年 DISH//のメンバーとしてメジャーデビュー。主

な出演作品に、舞台『池袋ウエストゲートパーク SONG

＆DANCE』、『悪魔と天使』、『暁のヨナ』、『イケメン源

氏伝 あやかし恋えにし〜義経ノ章〜』、『剣が君-残桜

の舞-』などがある。 

 

 

【コメント】 

 

『青山オペレッタ』という作品に参加できてとても光栄です。 

今回、自分自身声優に初挑戦なので今はワクワクとドキドキで一杯です。 

素敵なキャストの皆さんと共に愉快で華麗なものを作っていけたらなと思います。皆様楽しみにしていてくだ

さい！ 

 

矢地 桐久役：大平峻也  1994 年 2 月 8 日生まれ、東京都出身。 

 主な出演作品に、ミュージカル『刀剣乱舞』今剣役、ミ

ュージカル『テニスの王子様』2nd シーズン 加藤勝郎

役、舞台「サザエさん」タラちゃん役、tvk ドラマ「チョコレー

ト戦争」土屋貴宏役、中島哲也監督 映画「渇き。」 

不良少年役などがある。 

今冬ビーイングより、歌手としてメジャーデビュー予定。 

 

 

【コメント】  

台本を読んでいて実際に彼と自分、似てるところ結構あるなーって思いますし、『青山オペレッタ』がとても楽

しい作品になりそうだと現在ワクワクしております。 

『矢地桐久』という人物とこれから沢山真摯に向き合っていきたいと思っています。 

 

加賀見 祥太役：友常勇気  1985 年 12 月 1 日生まれ、埼玉県出身。 

 主な出演作品に、【TV】BS スカパー！「弱虫ペダル」シ

リーズ／田所迅役、テレビ朝日系「仮面ライダージオウ」ア

スラ(アナザー鎧武)役、【舞台】「遙かなる時空の中で

６」シリーズ／ダリウス役、「ツキステ。」シリーズ／霜月隼

役、「逆転裁判」シリーズ／ゴドー役などがある。 

 

 

【コメント】  

 

今回『青山オペレッタ』に参加させて頂きます、友常勇気と申します！！ 

初のキャラクターボイス！ 諸先輩方、スタッフの方々の胸を借り、オペレッタチー 

ム一丸となり素敵な作品を皆様にお届け出来るよう精進して行きます！ 

是非楽しみにしていて下さい！ 
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槙 晋作役：利根健太朗 

声優・ナレーター。2006 年デビュー。青年から老人まで、また外語大卒での語

学を生かし外国人役までこなすバイプレイヤー。 

主な出演作に「ケロロ軍曹」「NARUTO」「バクマン。」「生徒会役員共」「うたわ

れるもの 偽りの仮面」など多数。 

また、ラジオ「もじゃ先輩とさくら君」「利根健太朗・緒方佑奈の検証 TV！」など

では、ひょうきんで軽妙な MC が好評。 

 

【STAFF】 

企画・原案：サイバード キャラクターデザイン：滝田ちひろ 楽曲制作：エム・スタイル 

【公式アカウント】 

公式サイト：http://aoyamaoperetta.com/ 

公式 Twitter：@aoyama_operetta 

ラジオ番組公式 Twitter：＠radio_operetta 

YouTube チャンネル：

https://www.youtube.com/channel/UCdJx8hhQGR_sM5qISKRbPmw/featured?vie

w_as=subscriber 

【コピーライト】©青山オペレッタ 

 

■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 

 

http://aoyamaoperetta.com/
https://www.youtube.com/channel/UCdJx8hhQGR_sM5qISKRbPmw/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCdJx8hhQGR_sM5qISKRbPmw/featured?view_as=subscriber
https://www.cybird.co.jp/
mailto:press@cybird.co.jp

