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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」）、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）の 3 社が協業で行う、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』において、新キャラクター「相良明之介(CV：杉江 大志)」が登場いたしま

す。 

また、2020 年 11 月 7 日（土）～8 日（日）に池袋サンシャインシティで行われる、「AGF あおぞ

らマルシェ」の「自由販売機 in AGF」ブースにて、自由販売機を使用したノベルティ配布を行います。 

 

 

■【ノーヴァ箱推しのオネエダンス講師】「相良明之介」は杉江 大志、キャラクターイラストも公開！ 

メインキャラクターたちが所属するチーム「ノーヴァ」の専属ダンス講師を務めつつ、練習から生活面まで

すべてのサポートを行う新キャラクター「相良明之介」の声を、杉江 大志が演じます。 

 

『青山オペレッタ』に新キャラクター「相良明之介(CV:杉江 大志)」が登場！ 

「AGF あおぞらマルシェ」に出展決定＆ビジュアルボイスドラマも配信開始！ 
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「相良明之介」役：杉江 大志 

プロフィール 

1992 年 5 月 7 日生まれ、滋賀県出身。 

2013 年、ミュージカル『テニスの王子様』2nd シーズンでデビュー。 

主な出演作に、ミュージカル『スタミュ』(主演)シリーズ、『KING OF PRISM』シリーズなどに出演。映像

作品では、映画『メサイア－幻夜乃刻－』(主演) などがある。また 11 月には Reading Drama『5 

years after』の公演を控えている。 

 

 

■11 月 7 日～8 日「AGF あおぞらマルシェ」にてノベルティ配布実施決定！ 

2020 年 11 月 7 日（土）～8 日（日）に池袋サンシャインシティで行われる「AGF あおぞらマルシ

ェ」の「自由販売機 in AGF」（ブース：39）にて、グッズを自由に販売できる「自由販売機」を使用し

たノベルティ配布を実施いたします。詳細は『青山オペレッタ』公式 SNS にて、今後発信いたします。 

 

 

■ビジュアルボイスドラマが公式 YouTube チャンネルでスタート！ 

公式 YouTube チャンネル「青山オペレッタ Official Channel」にて、イラスト、音声、セリフが付いた

ビジュアルボイスドラマが、10 月 10 日（土）深夜より、いよいよ配信スタートいたします。 

メインキャラクター、宮嶋あさひ（CV:長江 崚行）、斎鷹雄（CV:中山 優貴）、櫻井ノエ（CV:大

隅 勇太）、長衛輝夜（CV:矢部 昌暉）、矢地桐久（CV:大平 峻也）、加賀見祥太（CV:友

常 勇気）を中心に、彼らが由緒ある劇団「青山オペレッタ」に 100 期生として入団するところから、物

語がスタートします。 

 
第１話の配信以降、毎週土曜日深夜に 1 話ずつ更新予定。また、看板ラジオ番組「ラジオペ！～こ

ちら青山オペレッタ広報部～」内でダイジェスト版も、最速放送いたします。 

 

◆公式 YouTube チャンネル「青山オペレッタ Official Channel」 

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

ew_as=subscriber 

https://www.youtube.com/channel/UCdJx8hhQGR_sM5qISKRbPmw/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCdJx8hhQGR_sM5qISKRbPmw/featured?view_as=subscriber
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■ラジオ番組「ラジオペ！～こちら青山オペレッタ広報部～」のレギュラー放送がスタート！ 

看板ラジオ番組「ラジオペ！～こちら青山オペレッタ広報部～」が、10 月 10 日（土）26 時 30

分から ABC ラジオにてレギュラー放送がスタートします。 

MC をメインキャラクターたちが所属するチーム「ノーヴァ」の演出家「槙晋作」役として出演する利根 

健太朗が務め、「ノーヴァ」6 名がそれぞれ週替りで登場。 

10 月 10 日放送分には、長江 崚行、中山 優貴が出演予定。ラジオでしか聴けない情報をお

楽しみください。放送後には、公式 YouTube チャンネルにて映像付きアーカイブも配信予定です。 

 
また、10 月 3 日（土）21 時 05 分～放送された「放送開始記念 特別番組」が、映像付きバ

ージョンとして、公式 YouTube チャンネルでアーカイブ配信中。 

MC の利根健太朗、メインキャストの長江 崚行、中山 優貴、大隅 勇太、矢部 昌暉、大平 峻

也、友常 勇気らが出演し、音声ドラマ第一話や主題歌フルサイズの初披露、キャストによるアンケー

トトークなど盛り沢山な 1 時間、レギュラー放送と共にお楽しみください。 

 

◆「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 

 

 ◆「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 映像付きバージョンア

ーカイブ配信 

配信：公式 YouTube チャンネル（https://youtu.be/-dLOtlHMH_0） 

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 

mailto:ao@abc1008.com
https://youtu.be/-dLOtlHMH_0
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■『青山オペレッタ』について 

『青山オペレッタ』は、サイバード、エイベックス・ピクチャーズ、ABC ライツビジネスの 3 社が贈る、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プロジェクトです。 

メインキャラクターを演じるのは、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 勇気をはじめ、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 昌暉の 6 名。さらに声優として活躍中の利根 健太朗

が脇を固め、声優や俳優という枠に囚われない多様なキャスティングとなっています。 

 

◆Introduction 

青山オペレッタ―― 

東京・青山にある、未婚の若い男性だけで構成された歌劇団。 

その歴史は古く、１００年以上に及ぶ由緒ある歌劇団で、その成り立ちから女性役も男性が演じるのが

特色。 

記念すべき「１００期生」を迎えるにあたり、実験的な新チーム「ノーヴァ」が結成されるが、特別オーディ

ションで選ばれた「１００期生」は、個性の強すぎるメンバーばかりだった。 

果たして彼らは、半年後の初舞台を成功させることが出来るのか――。 

 

 
9 月 15 日（火）よりプロジェクトがスタートし、ティザームービーを公開。10 月からはラジオ番組がスタ

ート、さらに公式 YouTube チャンネル「青山オペレッタ Official Channel」にて、ビジュアルボイスドラマを

公開し、毎週 1 話ずつ更新していきます。 

様々な展開を行っていく『青山オペレッタ』に是非ご期待ください。 

 

◆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  

 

◆CAST 

宮嶋あさひ役：長江 崚行  

斎鷹雄役：中山 優貴 

櫻井ノエ役：大隅 勇太 

長衛輝夜役：矢部 昌暉 

矢地桐久役：大平 峻也   

加賀見祥太役：友常 勇気   
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夢咲辰樹役：下野 紘 

槙晋作役：利根 健太朗 

相良明之介役：杉江 大志 

 

◆公式アカウント 

 

◆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。 

サイト http://aoyamaoperetta.com/ 

Twitter @aoyama_operetta（https://twitter.com/aoyama_operetta） 

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCdJx8hhQGR_sM5qISKRb

Pmw/featured?view_as=subscriber 

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

