NEWS LETTER
2020 年 10 月 1 日
報道関係者各位
株式会社サイバード

初舞台化！『イケメン王子 美女と野獣の最後の恋 THE STAGE～Beast Leon～』

2020 年 10 月 1 日(木)10 時よりゲーム先行チケット発売！
～細貝圭、八神蓮、Do As Infinity のコメント発表！～
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」）が手掛ける、累計会員数 3,000 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
ン王子 美女と野獣の最後の恋』は、初の舞台化作品『イケメン王子 美女と野獣の最後の恋 THE
STAGE～Beast Leon～』を 2020 年 12 月 24 日（木）からシアター1010 にて上演します。

2020 年 7 月にイケメンシリーズ最新作としてリリースされた「イケメン王子 美女と野獣の最後の恋」が
早くも舞台化決定となりました。本舞台は、主役である「レオン=ドントゥール」役を 2.5 次元に留まらず、
様々なジャンルの第一線で活躍する細貝 圭が務め、大人の魅力でヒロインと観客を魅了します。そして劇
中の楽曲プロデュースを「Do As Infinity」大渡 亮が務め、ギターでも参加。舞台版主題歌を書き下ろ
すと共に Do As Infinity がこれまでにリリースしてきた数々の名曲が BGM として劇中に流れます。
さらに「Re:フォロワー」「もっと歴史を深く知りたくなるシリーズ」など、メディア、舞台で活躍する八神 蓮、
「ツキウタ。」「逆転裁判」の友常 勇気、アプリ版キャラクターボイスも務め RPP（リアルプリンスプロジェク
ト）として活動している大海 将一郎、峯田 大夢、吉高 志音が出演。そして紅一点、プレーヤーを投影
するヒロイン「エマ」役を川村 海乃が務めます。真実の愛を追い求める「大人のラブストーリー」に歌とダンス
とアクションが華を添える、クリスマスにふさわしいエンターテインメントショーにご期待ください。
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◆出演者

写真上段左から 細貝 圭、八神 蓮、友常 勇気、小沼 将太、安井 一真、こんどう ようぢ
写真下段左から DAO、大海 将一郎、峯田 大夢、吉高 志音、田中 晃平、川村 海乃
◆ストーリー
―あなたはまだ知らない、物語を超える真実の愛を―
時は中世、場所は動乱の最中にある小国。
その国の王室には自ら剣を振るい戦う【野獣】と呼ばれる 8 人の王子がいた。
エマはある日突然城に連れて来られ…通称『ベル』に選ばれてしまい！？
「貴女には、この中から”王“を選んでいただきます」
王子たちの真意と痛ましいほどに切実な生き様に魅入られて、最後の花びらが落ちるその瞬間、
気付いたのはかけがえのない愛。
けれど、突きつけられたのは“ベル”の条件…
【契約条項第 99 条 選定期間終了後、”ベル”は国王との一切の関わりを禁ずる】
苛烈な運命の果てに、『ベル』と『野獣』が辿り着いた『真実の愛』とは…――
◆近年の 2.5 次元舞台を席巻する伊勢 直弘が脚本、エンターテインメントステージに定評のある大
関 真が演出を担当！
舞台『ノラガミ-神と願い-』シリーズはじめ、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 直弘が脚本を担当。THE LIVE STAGE『御茶
ノ水ロック』やイケメンシリーズ『イケメン革命 THE STAGE』『イケメンヴァンパイア THE STAGE』など、エン
ターテイメントステージの創作には定評があり、原作の世界観を誰よりも理解する大関 真が演出を担当。
2 人のクリエーターがイケメンシリーズでは初となる「大人のラブストーリー」を創り上げます。
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◆楽曲プロデュース大渡 亮（Do As Infinity）コメント
この度は主題歌提供、劇中曲のギターを担当させて頂き誠に光栄でございます！
諸々これから作業に取りかかる訳ですが、今から期待に胸を弾ませている次第です。
素敵な時間となるよう頑張って務め上げます。ご期待下さい！
◆演出大関 真コメント
素敵な原作と素敵なキャストのみんなと一緒に創り上げていけることが今から楽しみです。
情熱的でロマンチックな、クリスマスに相応しい「大人のラブストーリー」をお届けできるよう、キャスト、スタッフ
一同で創り上げてまいります。ぜひ劇場に足をお運びください。
◆「レオン＝ドントゥール」細貝 圭コメント
今回『イケメン王子 美女と野獣の最後の恋 THE STAGE ～Beast Leon～』にレオン役で出演させて
頂きます細貝 圭です。
正直、イケメン王子というタイトルを聞いた時の率直な感想は、今年 36 歳の自分にとっては、もうとてつも
なく重すぎるタイトルだなと思いました（笑）。
でもお話を聞いていくうちに凄く大人向けなストーリーで、演出の大関さんも何度も演出を受けている方で
信頼している演出家さんの 1 人なので少しホッとしました。
僕と同じ世代の俳優と若い俳優が、きっと 12 月の寒い時期に大人な、甘く、熱い演劇を皆さんにお届け
できると思いますので、どうぞご期待ください。
◆「シュヴァリエ＝ミシェーレ」八神 蓮コメント
数年前にイケメンシリーズの番組に出させてもらいました。そこから時が経ち、まさかイケメンシリーズの舞台に
出演するとは思っていなかったので、運命のようなものを感じています。今回演じるシュヴァリエ＝ミシェーレと
いう役は第二王子の外政派を率いるサディストです。役を深掘りしつつ、お客さん（貴女）と一緒に『真実
の愛』を見つけていきたいと思います。先日衣装あわせに行ってきました。衣装も髪型も原作に忠実でスタッ
フさん側の役への愛を感じました。原作ファンの方も満足いくビジュアルになれるんじゃないかと思います。ゲー
ムも舞台も両方好きになってもらえるように一生懸命頑張ります。そしてド S に演じていきたいと思います。
是非劇場に恋をしに来て下さい。
◆10 月 1 日（木）10 時からゲーム先行チケットの販売が開始◆
ゲーム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、アプリ
にてイラストメインビジュアルスチルをプレゼントいたします。 ゲーム先行は 10 月 7 日（水）までなのでお
見逃しなく。
【チケットゲーム先行はこちらから】
◆App Store ：https://apps.apple.com/jp/app/id1503462687
◆Google Play ：
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cybird.appli.android.bjo.ja
申込期間：2020 年 10 月 1 日（木）10:00 ～ 7 日（水）23:59
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◆公演概要
■タイトル：「イケメン王子 美女と野獣の最後の恋 THE STAGE ～Beast Leon～」
■公演日程/場所：2020 年 12 月 24 日（木）～27 日（日） 全 7 公演 ＠シアター1010
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※販売席数は感染予防を講じた座席配置（一席空け、半数程度）で実施致します。
今後、感染状況に改善がみられた場合、売止め席を追加販売させて頂く場合がございます。
※ロビー開場は開演の 1 時間前、客席開場は開演の 45 分前となります。
※未就学児はご入場いただけません。

■チケット種類：
特典付きチケット：15,000 円（税込・全席指定） ＜特典内容＞パンフ・マスクケース・ハンドタオル
一般：11,000 円（税込・全席指定）

■チケット販売スケジュール：
・ゲーム一次先行：10 月 1 日（木）10:00～7 日（水）23:59
（先行特典:イラストメインビジュアルスチル（アプリ版）&イラストメインビジュアルポストカード）
・キャスト先行：10 月 10 日（土）12:00～18 日（日）23:59
（先行特典:キャスト個人チェキ風ブロマイド（複製・公演ごとにポーズ違い））
・舞台公式 HP 一次先行：10 月 10 日（土）12:00～21 日（水）23:59
（先行特典:キャストメインビジュアル缶バッジ）
・ゲーム二次先行：10 月 24 日（土）12:00～11 月 8 日（日）23:59
（先行特典:イラストメインビジュアルスチル（アプリ版）&イラストメインビジュアルポストカード）
・舞台公式 HP 二次先行：11 月 7 日（土）10:00～15 日（日）23:59
（先行特典:キャストメインビジュアル缶バッジ）
・プレイガイド先行：11 月 17 日（火）12:00～29 日（日）23:59
・一般販売：12 月 6 日（日）10:00～
★全チケット共通複数公演チケット購入特典：描きおろしイラスト・全キャストサイン入り色紙（複製）
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■原作

：サイバード「イケメン王子 美女と野獣の最後の恋」

■キャラクター原案

：石据 カチル

■主題歌

：Do As Infinity

■楽曲プロデュース

：大渡 亮（Do As Infinity）

■脚 本

：伊勢 直弘

■演 出

：大関 真

■企画・制作

：スーパーエキセントリックシアター

■主 催

：イケメン王子 THE STAGE 製作委員会

■公式サイト

：https://ikemenbeast-stage.com/

■公式ツイッター

：@ikebeastage

■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

https://twitter.com/ikebeastage

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（平日・土 11:00～16:00）

■コピーライト

：©CYBIRD／イケメン王子 THE STAGE 製作委員会

＜キャスト＞
「レオン=ドントゥール」役 細貝 圭、「シュヴァリエ=ミシェーレ」役 八神 蓮、「サリエル=ノワール」役 友常
勇気、「ジン=グランデ」役 小沼 将太、「クラヴィス=ルルーシュ」役 安井 一真、「イヴ=クロス」役 こんど
う ようぢ、「ノクト=クライン」役 DAO、「リヒト=クライン」役 大海 将一郎、「リオ=オルティス」役 峯田
大夢、「ルーク=ランドルフ」役 吉高 志音、「ユリウス」役 田中 晃平、「エマ」役 川村 海乃
「アンサンブル」大岩 剣也／駒崎 太嘉／塩野 佑斗／前田 りょうが／佐藤 佑樹／辻村 晃慶／竹
本 洋平／生谷 一樹
■『イケメン王子 美女と野獣の最後の恋」』とは
『イケメン王子 美女と野獣の最後の恋』は、フランス民
話『美女と野獣』をモチーフにした作品です。内面に「野獣」
のような危険さを持ち合わせた 8 人の王子と、切なくも最後
はとびきり甘い恋愛を体験できるストーリーとなっています。
・登場キャラクター&声優陣
レオン＝ドントゥール（CV:加藤 和樹）、シュヴァリエ＝ミシェーレ（CV:小野 友樹）、イヴ＝クロス
（CV:内田 雄馬）、ノクト＝クライン（CV:江口 拓也）、リヒト＝クライン（CV:大海 将一郎）、ク
ラヴィス＝ルルーシュ（CV:野島 健児）、ジン＝グランデ（CV:安元 洋貴）、ルーク＝ランドルフ
（CV:吉高 志音）、サリエル＝ノワール（CV:速水 奨）、リオ＝オルティス（CV:峯田 大夢）
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■配信概要
名

称

イケメン王子 美女と野獣の最後の恋

提

供

株式会社サイバード

配信開始日

2020 年 7 月 1 日

情

基本プレイ無料、アイテム課金制

報

料

アクセス方 法

App Store／Google Play ストアにて「イケメン王子」で検索

公 式 サイト

https://ikemen.cybird.ne.jp/title/prince/original/

公式Ｔｗｉｔｔｅｒ

https://twitter.com/CYikemenprince

公 式 LINE

LINE 友だち検索で「cyikemenprince」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。
＜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
＊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。

