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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」）が手掛ける新規プロジェクト、『7 年後のバッドエンド』のインタラクティブコミック連載スタート日が、

2021 年 1 月 20 日（水）に決定しました。また、公式 Twitter（https://twitter.com/7batsu） 

では、全 8 キャラクターの集合ビジュアルが公開中です。 

さらに、メインキャラクター「ハルト」役・島﨑信長さん、「キョウ」役・松岡禎丞さんによるスペシャルボイス

企画もスタート。11 月に「アニメイトガールズフェスティバル（AGF）あおぞらマルシェ」にて発表されるや、

一躍注目と期待を集めた新プロジェクトが、いよいよ本格始動します。 

 
 

『7 年後のバッドエンド』は、キャストに声優・島﨑信長さん、松岡禎丞さん、キャラクターデザイン・漫画

に七癖みり先生を迎えてサイバードが贈る、Twitter で紡がれるインタラクティブコミックです。 

近未来の荒廃都市「トウキョウ」を舞台に、絶望的な世界に抗う「7 人の大罪児」と呼ばれる青年たち

の姿が描かれ、ユーザー投票で多かった選択肢へ進む物語の結末（エンド）は、「アナタ」の手に委ねら

れます。 

 

■1．全 8 名のキャラクタービジュアル公開！ 

『7 年後のバッドエンド』では、「7 つの大罪」（憤怒、強欲、傲慢、色欲、暴食、嫉妬、怠惰）の属性

を背負った青年たちと、主人公となる「アナタ」の、計 8 名のキャラクターたちが物語で暗躍します。 

サイバード最新作『7 年後のバッドエンド』三大発表解禁！ 

全キャラクタービジュアル一挙公開＆コミック連載開始日決定

～島﨑信長＆松岡禎丞によるスペシャルボイス企画も～ 

 

https://twitter.com/7batsu
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公式 Twitter（https://twitter.com/7batsu）では、彼らの全身ビジュアルやプロフィールの詳細

が公開中です。 

 

 

◆ハジメ／怒木一（いかるぎ はじめ） 

大胆不敵な第 1 の大罪児。 

酒と煙草をこよなく愛する食えない大人。「大罪児」たちが集う

BAR Atlas のマスターをしており、アオ、イツキ、ショウマ、ユウの面

倒を見ている皆の兄貴分。 

大罪属性：憤怒／年齢：25 歳／誕生日：5 月 1 日／ 

身長：183cm／体重：68kg 

「なあに１人も２人も変わらない、あんたのことも守ってやるよ。 

俺は皆のお兄ちゃんだからな。」 

 

◆ハルト／不二崎悠富（ふじさき はると）CV：島﨑信長 

冷静沈着な第 2 の大罪児。 

荒廃都市「トウキョウ」でキョウとふたりで便利屋を経営。キョウ以

外には心を開いておらず、懐かない虎のように人を寄せ付けない

雰囲気を纏う。 

大罪属性：強欲／年齢：23 歳／誕生日：2 月 23 日／ 

身長：177cm／体重：63kg 

「俺にとっての神様は……たった一人の人間。 

そいつを守ることだけが、俺の生きる意味だ。」 

 

◆キョウ／三井驕（みつい きょう）CV：松岡禎丞 

明朗快活な第 3 の大罪児。 

荒廃都市「トウキョウ」でハルトとふたりで便利屋を経営。誰とでも

打ち解けられる陽キャなカリスマ……だが、実は彼には大きな秘密

があって？ 

大罪属性：傲慢／年齢：23 歳／誕生日：3 月 21 日／ 

身長：177cm／体重：61kg 

「困ってるなら俺に任せてみな？ 

鮮やかに解決してやるから。」 

 

◆アオ／四ノ宮愛緒（しのみや あお） 

放蕩無頼な第 4 の大罪児。 

色気が匂い立つ惚れたら地獄の危険な男。ハジメの BAR Atlas

でショーシンガーをしており、ショーの後は客と気まぐれに身体を重

ねることもしばしば。 

大罪属性：色欲／年齢：22 歳／誕生日：7 月 4 日／ 

身長：174cm／体重：57kg 

「俺、声もいいけど身体も相当イイよ。 

……なあ、今晩シてみる？」 

https://twitter.com/7batsu
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◆イツキ／味上五紀（みかみ いつき） 

温厚篤実な第 5 の大罪児。 

天使のように優しく穏やかな、「大罪児」たちの良心。食べることがとに

かく好きで、その結果 BAR Atlas のビルの屋上で菜園を営んでいる。

同い年のショウマと特に仲が良い。 

大罪属性：暴食／年齢：21 歳／誕生日：8 月 15 日／ 

身長：176cm／体重：60kg 

「ねえ、あなたも食べる？ 

俺からの友好の証だよ。」 

 

 

◆ショウマ／六原焦馬（むつはら しょうま） 

才色兼備な第 6 の大罪児。 

ミステリアスな雰囲気を持つ「大罪児」たちのブレーン。常に物腰が柔ら

かく親切だけれど、たまに冷たい眼差しをすることがあって？ BAR 

Atlas で経営周りを一手に担っている。 

大罪属性：嫉妬／年齢：21 歳／誕生日：6 月 6 日／ 

身長：173cm／体重：58kg 

 「何かお困りですか？  

安心してください、僕があなたを助けますから。」 

 

 

◆ユウ／七瀬憂（ななせ ゆう） 

傍若無人な第 7 の大罪児。 

口が悪く生意気な態度がデフォルトの末っ子。自由気ままな気高き猫

のように誰に対してもツンケンしているが、アオの言うことだけは唯一聞

く。機械にやたらと強い。 

大罪属性：怠惰／年齢：19 歳／誕生日：4 月 7 日／ 

身長：170cm／体重：54kg 

 「うわ……あったま悪そうなヤツ。 

 ねえ、こいつどこで拾ってきたワケ？」 

 

 

◆レイ／真藤零（しんどう れい） 

無色透明な新人研究員。 

セントラル研究所の新人研究員。（「アナタ」は、レイと同じ視点で

物語を追うことになる）上司研究員である上司・香取に「7 人の大

罪児」の行方を追う任務を課される。誰に対してもフラットに接するこ

とが出来る。 

年齢：22 歳／誕生日：9 月 10 日／ 

身長：165cm／体重：50kg 
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■2．コミック連載開始日決定＆開始記念企画スタート 

『7 年後のバッドエンド』のインタラクティブコミックの連載スタート日が、2021 年 1 月 20 日（水）に決

定しました。公式 Twitter（https://twitter.com/7batsu）にて、期間限定で展開していきます。 

また、決定を記念して、「ハルト」役の島﨑信長さん、「キョウ」役の松岡禎丞さんの直筆サイン色紙が

抽選で【各３名様（合計６名様）】に当たる RT キャンペーンを開催。 

さらに、連載スタート直前の 1 月 11 日（月）には、「30 秒ダイジェスト PV」も公開します。両名によ

る感情過多な競演をお楽しみに――！ 

 

 
 

 

■3．声優・島﨑信長＆松岡禎丞によるスペシャルボイス公開？ 

Twitter のアンケート機能やいいね RT 機能によって、ユーザーの皆様に物語の行く末を選択していた

だくインタラクティブコミックとして連載スタートする『7 年後のバッドエンド』では、12 月 25 日（金）18 時

より、連載直前チャレンジ企画がスタートします。 

公式 Twitter（https://twitter.com/7batsu）に投稿される、「アナタは、この物語の主人公に

なりますか――？」という質問に対して、「はい／いいえ」の回答を期間限定で大募集。 

見事「TRUE ルート」の選択肢が集まった場合には、「ハルト」役の島﨑信長さん、「キョウ」役の松岡

禎丞さんによるスペシャルボイスが元日に公開されます。 

 
回答期間：2020 年 12 月 25 日（金）18:00 ～ 2020 年 12 月 31 日（木）23:59 

ボイス公開予定日：2021 年 1 月 1 日（金）12:00 

https://twitter.com/7batsu
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◆『7 年後のバッドエンド』物語の進め方 

『7 年後のバッドエンド』では、各話のストーリー中、「選択肢を選ぶ場面」が出現し、ユーザーは、物語

の主人公として決断することになります。ユーザー投票で多かった選択肢の方へ進みますが、「TRUE ルー

ト」以外の選択肢を選んだ場合、全て「BADEND」を迎えます。 

その場合には、「BADEND」漫画が公開され、その後投稿される「Continue ツイート」の RT 数達成

によって、次の物語へと進めます。 

 
 「TRUE ルート」の選択肢を選べた場合には、次の物語へ進むことができます。 

また、各話終了時に、「ハルト（CV：島﨑信長）」または、「キョウ（CV：松岡禎丞）」の「スペシャル

ボイス」を聴くことができます。  

 

 

■『7 年後のバッドエンド』とは？ 

『7 年後のバッドエンド』は、Twitter で紡がれるインタラクティブコミックです。 

キャストに声優・島﨑信長さん、松岡禎丞さん、キャラクターデザイン・漫画に七癖みり先生を迎えて、

2021 年 1 月よりプロジェクトがスタートします。 

 

物語は、近未来の荒廃都市「トウキョウ」を舞台に、絶望的な世界に抗う「7 人の大罪児」と呼ばれる青

年たちとの出逢いを通し、「主人公」が隠されていた「世界の真実」を知っていくピカレスクロマンストーリーが

描かれます（全 8 話予定）。 

 

その「主人公」こそ、アナタ ―― 物語は、Twitter のユーザー投票で多かった選択肢へ進むのです。 

待ち受ける過酷なバッドエンドに立ち向かいながら、「世界」か「友」のどちらを救うか、究極の選択を迫られ

るアナタの決断は……？ 

 

サイバードの新プロジェクトにどうぞご期待ください。 
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ティザーPV：https://youtu.be/mjr-rGTpmyI 

 

◆CAST 

ハルト／不二崎悠富（ふじさきはると） CV：島﨑信長 

キョウ／三井驕（みついきょう） CV：松岡禎丞 

 

◆STAFF 

キャラクターデザイン・漫画：七癖みり 

企画・原案：Project7 罰 from CYBIRD 

 

◆公式アカウント 

Twitter：https://twitter.com/7batsu 

Instagram：https://www.instagram.com/7batsu 

YouTube チャンネル： 

https://www.youtube.com/channel/UCsp33AgxWjnSodx9-ZDyAEQ 

 

◆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 
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