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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、株式会社 ABC ライツビジネスの 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、2021 年 4

月に上演する『青山オペレッタ THE STAGE』のキャストビジュアルを公開いたしました。 

また、本舞台のチケット最速先行抽選申込券が封入された CD「青山オペレッタ」チームソング＆ドラマ 

Vol.1＆Vol.2 の CD ジャケットが完成致しました。 

 
写真左より宮嶋あさひ 役・長江崚行、斎鷹雄 役・中山優貴、櫻井ノエ 役・大隅勇太 

（上段は私服、下段はステージ衣装） 

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』 

『青山オペレッタ THE STAGE』待望のキャストビジュアルをついに公開！  

～1 月発売のドラマ CD のジャケットも完成！～ 
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写真左より長衛輝夜 役・矢部昌暉、矢地桐久 役・大平峻也、加賀見祥太 役・友常勇気 

（上段は私服、下段はステージ衣装） 

 

 

■『青山オペレッタ THE STAGE』メインキャストのキャスとビジュアル公開！ 

舞台『青山オペレッタ THE STAGE』は、キャラクターボイスを務めている長江崚行さん、中山優貴さ

ん、大隅勇太さん、矢部昌暉さん、大平峻也さん、友常勇気さんら 6 人全員が、自身のキャラクターを

舞台上でも演じます。 

今回公開されたビジュアルは、彼らの私服バージョンとステージ衣装バージョンの 2 種類。着こなしや

立ち姿はもちろん、目線や手の角度に至るまで、ボイスを担当する彼ら自身が演じることで、よりキャラクタ

ーたちの魅力が引き出され、個性に深みをもたらすビジュアルに仕上がっています。 

本舞台は、日常でもステージ上でも、彼らの色々な表情や衣装をお楽しみいただける作品となってお

りますので、2021 年 4 月の上演をどうぞお楽しみにお待ちください。 
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■『青山オペレッタ THE STAGE』公演概要 

タイトル  ：青山オペレッタ THE STAGE 

企画・原案 ：サイバード 

キャラクターデザイン ：滝田ちひろ 

 

キャスト  ：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 

ほか 

 

会場         ：渋谷区文化総合センター大和田 4 階 さくらホール 

〒150-0031 

       東京都渋谷区桜丘町 23-21 渋谷区文化総合センター大和田４階 

日程         ：2021 年 4 月 22 日（木）〜4 月 25 日（日） 7 公演（予定） 

※公演時間は、追って発表いたします。 

【スタッフ】 

脚本         ：伊勢直弘 

演出         ：村井雄（KPR／開幕ペナントレース） 

 

製作・著作     ：青山オペレッタ THE STAGE 製作委員会 

 

【舞台公式サイト】 

https://stage-aoyamaoperetta.com 

 

■ジャケットイラストついに完成！「青山オペレッタ」ドラマ CD 予約好評受付中 

https://stage-aoyamaoperetta.com/
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「ノーヴァ」の歌うチームソング「目醒のカンパネラ」や音声ドラマを収録した「青山オペレッタ」チームソング

＆ドラマ Vol.1＆Vol.2 を、2021 年 1 月 27 日（水）に同時発売いたします。 

発売に先駆け、2020 年 11 月 8 日（日）より各販売店舗にてご予約好評承り中です。Vol.1 の

初回生産限定盤には 2021 年 4 月「青山オペレッタ THE STAGE」チケット最速先行抽選申込み

券、vol.2 の初回生産限定盤にはオンラインイベント参加抽選申込み券の封入を予定しております。 

 

■「青山オペレッタ」チームソング＆ドラマ Vol.1＆Vol.2 概要 

発売日：2021 年 1 月 27 日（水） 

販売価格：2,700 円（税別） 

 

【青山オペレッタ」チームソング＆ドラマ Vol.1 収録内容】 

・チームソング「目醒のカンパネラ」歌：ノーヴァ（「青山オペレッタ」主題歌） 

・音声ドラマ：第 1 話〜第 6 話 

＜初回限定版封入物＞ 

・キャストビジュアルランダムブロマイド（私服 Ver.） 

・2021 年 4 月「青山オペレッタ THE STAGE」チケット最速先行抽選申込み券 

 

【「青山オペレッタ」チームソング＆ドラマ Vol.2 収録内容】 

・チームソング第 2 弾「Make you shining star」歌：ノーヴァ 

・音声ドラマ：第７話〜第 12 話 

＜初回限定版封入物＞ 

・キャストビジュアルランダムブロマイド（ステージ衣装 Ver.） 

・オンラインイベント参加抽選申込み券（2021 年 3 月下旬〜4 月中旬開催予定） 

 

◆店舗別特典 

「アニメイト」「アニミュゥモ（エイベックス公式アニメ通販）」「Amazon.co.jp」「ステラワース」各店舗に

て、vol.1、vol.2 それぞれの「店舗限定特典」、「Vol.1&2 連動特典」をご用意しております。 

特典の詳細については、各店舗サイトにてご確認ください。 

 

※店舗別特典は数量限定に付きなくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。 

※商品仕様、特典内容、デザインは予告なく変更となる場合がございます。 

※一部お取扱いの無い店舗（EC サイト）もございますので、お近くの店舗へお問い合わせください。 

※店舗別特典に対するお問い合わせは各店舗様へお願い致します。 
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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下野紘、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。 

 

2020 年 9 月よりプロジェクトが始動し、10 月からはラジオ番組がスタート。公式 YouTube チャンネ

ルでは、ビジュアルボイスドラマが大好評連載中！ さらに、2021 年 1 月には CD リリース、4 月の舞台

化も決定するなど、次元を超えた展開が進む『青山オペレッタ』に、今後とも是非ご期待ください。 

 

◆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――。 

 

◆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  
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◆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 

 

「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、「美園爽人」

役 丘山 晴己 

 

◆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/ 

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

ラジオ公式 Twitter @radio_operetta（https://twitter.com/radio_operetta） 

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCdJx8hhQGR_sM5qIS

KRbPmw/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://twitter.com/radio_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

