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2022 年 6 月 23 日
報道関係者各位
株式会社サイバード

『イケメン戦国◆時をかける恋』舞台化第八弾

『イケメン戦国 THE STAGE ～連合軍 VS“戦乱の亡者”雑賀孫一編～』
特別プロモーション映像 ＆ コメント動画公開！
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、全世界でのシリーズ累計会員数 3,500 万人を誇る女性向け恋愛ゲーム「イケメンシ
リーズ」の人気タイトル『イケメン戦国◆時をかける恋』の舞台化第八弾『イケメン戦国 THE STAGE ～
連合軍 VS“戦乱の亡者”雑賀孫一編～』の上演に先駆け、特別プロモーション映像、並びにキャストが
本公演への意気込みを語るコメント動画が公開となりました。
また、明日 6 月 24 日（金）18 時より、特典付き先行予約の最後の機会となる 2 次先行予約が
開始します。

©CYBIRD/イケメン戦国 THE STAGE 製作委員会

5 周年を迎えた『イケメン戦国 THE STAGE（通称：「戦ステ」）』の集大成として、谷口 賢志が演
じる舞台オリジナルキャラクター「雑賀孫一」と「戦ステ」初参戦となる鮎川 太陽を迎えてお届けする、最
新作にして最高傑作の本作にご期待ください。
「熱い演技」や「激しい殺陣」など、所狭しと暴れまくる武将（キャスト）達と『戦ステ』の魅力が存分に
盛り込まれた本作を、ぜひ会場にてお楽しみください。
特別プロモーション映像は YouTube にて公開中！
視聴 URL：https://youtu.be/5e0GuTe7UkU
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■キャストが意気込みを語るコメント動画も必見！
「織田信長」 小笠原 健

：https://youtu.be/S2S70lUZMig

「上杉謙信」 橘 龍丸

：https://youtu.be/zTNMSu1LpIg

「武田信玄」 鮎川 太陽

：https://youtu.be/4UBDC2rGYLI

「伊達政宗」 米原 幸佑

：https://youtu.be/wYb0ELA2JG4

「明智光秀」 橋本 全一

: https://youtu.be/OnEtRjR3nxQ

「豊臣秀吉」 滝川 広大

: https://youtu.be/w1pU93A1Cew

「石田三成」 天野 眞隆

: https://youtu.be/2aYRhUistSw

「徳川家康」 前嶋 曜

: https://youtu.be/lTpPlLwqvoA

「森蘭丸」 星元 裕月

: https://youtu.be/x8RQiGNSxtg

「前田慶次」 工藤 大夢

：https://youtu.be/u5_ijcWaU_c

「真田幸村」 小沼 将太

：https://youtu.be/umGQxWT-SiE

「今川義元」 竹石 悟朗

：https://youtu.be/-oXU2Us8shs

「直江兼続」 健人

：https://youtu.be/-h7TSroX8HY

「帰蝶」 秋沢 健太朗

：https://youtu.be/vWMXylv7Vm0

「顕如」 高橋 駿一

：https://youtu.be/acKyFKHUr_o

「足利義昭」 竹之内 景樹

：https://youtu.be/T7Fb003W1KI

「雑賀孫一」 谷口 賢志

：https://youtu.be/BQbCMUJRU74

■雑賀孫一／谷口 賢志さんコメント

雑賀孫一役の谷口賢志です。
これを見ているあなたに問いたい。
伝説とは、いかにできるか？ 俺はこう思う。創造と破壊を繰り返して、伝説というものは生まれた。ここま
で積み上げてきたイケメン戦国。やっぱり 1 回ぶち壊さないといけないと俺は思っている。
そこで、俺の役割。
すべてのイケメンをぶっ潰しに参りました。
イケメンとは何か？ 本物のイケメンとは何かを教えてやるんで、劇場で待ってるから必ず観に来い！谷口
賢志でした。
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■公演概要
公演名：『イケメン戦国 THE STAGE ～連合軍 VS”戦乱の亡者”雑賀孫一編～』
公演日：2022 年 8 月 18 日（木）～ 23 日（火）全 10 公演
劇 場：ヒューリックホール東京
8月

18 日(木)

19 日(金)

20 日(土)

21 日(日)

B☆

A☆

12:00
13:30

22 日(月)

B☆

A☆
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B

17:00
18:30

23 日(火)

A
A

B

A

B

※本公演は『A：豪炎ルート』と『B：激流ルート』があり、回によって途中のシーンが分岐します。
※☆のマークのある回は、終演後『ミニトークショー』を予定しています。
※開場は開演の 60 分前を予定しています。
出 演：
「織田信長」 小笠原 健
「上杉謙信」 橘 龍丸
「武田信玄」 鮎川 太陽
「伊達政宗」 米原 幸佑/「明智光秀」 橋本 全一/
「豊臣秀吉」 滝川 広大/「石田三成」 天野 眞隆/
「徳川家康」 前嶋 曜/「森蘭丸」 星元 裕月/「前田慶次」 工藤 大夢
「真田幸村」 小沼 将太/「今川義元」 竹石 悟朗/「直江兼続」 健人
「帰蝶」 秋沢 健太朗/「顕如」 高橋 駿一/「足利義昭」 竹之内 景樹
「雑賀孫一」 谷口 賢志
「猿飛佐助」 早乙女 じょうじ（音声の出演）
―剣舞衆―
望月 祐治/福島 悠介/園田玲 欧奈/久保田 浩介
田沼 ジョージ/林 宏樹/木下 竜真/篠原 孝文
原 作

：CYBIRD『イケメン戦国◆時をかける恋』

原作イラスト

：山田 シロ

脚本・演出

：伊藤 マサミ

総合プロデューサー ：黒谷 通生（レジェンドステージ）
企画・制作・製作幹事：レジェンドステージ
主 催

：イケメン戦国 THE STAGE 製作委員会

公演サイト

：http://legendstage.jp/ikemen-sengoku/
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ツイッター

：@LSikemensengoku

原作サイト

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

■チケット料金
・一般チケット 11,000 円（税込・全席指定）
・オリジナルグッズ付チケット 15,000 円（税込・全席指定）
座席は一般チケットのお客様を含めた指定席です。
前方席の確約ではありません。予めご了承ください。
・全通チケット（スペシャル特典付き）150,000 円（税込・全席指定）
座席は一般チケットのお客様を含めた指定席です。
前方席の確約ではありません。予めご了承ください。
※未就学児入場不可
※車いす・障がい者スペースのご利用をご希望のお客様は、お問合せまで事前にご連絡をお願いします。
■オリジナルグッズ内容
・戦ステ～雑賀孫一編～ オリジナルアクリル貯金箱 1 個（全 3 種よりランダム 1 個）
・戦ステ～雑賀孫一編～ メインビジュアルブロマイド 1 枚（六つ切りワイドサイズ）
・各回別 チェキ複製キャストブロマイド 1 枚（メイン 17 キャスト 10 公演別パターンよりランダム 1 枚）
・公演定点アーカイブ映像 視聴権 1 つ（全 3 パターン）
・特別バックステージ 視聴権 1 つ（全 3 パターン）
※上記をセットにしてお渡しします。
※各特典の概要は公演サイトにてご確認ください
■全通チケット スペシャル特典
【オリジナルグッズ付きチケット共通特典】
・戦ステ～雑賀孫一編～ オリジナルアクリル貯金箱 3 個 1 セット（全 3 種 1 個づつ）
・戦ステ～雑賀孫一編～ メインビジュアルブロマイド 1 枚（六つ切りワイドサイズ）
・指定キャスト全種 チェキ複製キャストブロマイド 10 枚１セット（17 名のメインキャストより選択した 1
名の 10 公演分チェキセット）
・公演定点アーカイブ映像 視聴権 3 つ（全 3 パターン）
・特別バックステージ 視聴権 3 つ（全 3 パターン）
【全通チケット購入専用特典】
・山田 シロ先生描き下ろし色紙 1 枚
・指定キャスト直筆 サイン入り台本 1 冊（17 名のメインキャストより選択した 1 名のサイン入り）
・各公演開場時間前 優先グッズ購入権
各回の開場 30 分前よりグッズ購入（または購入列へお並び）できます。
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・購入者限定ロングアフタートーク（お写真撮影タイム＆キャストお見送りあり）
2022 年 8 月 22 日（月）14:30 公演終了後、全通チケット購入者様のみを対象としたアフタート
ークイベントです。
アフタートークの最中に、お客様のスマートフォンでステージを撮影できる撮影タイムがあります。
また、イベントの終りにはキャストがステージの上からお客様を御見送りします。
・戦ステ～雑賀孫一編～ メイキング映像
ビジュアル撮影時や稽古場の様子などを含めた、『雑賀孫一編』が出来上がるまでの様子を切り取った
映像を、公演終了後オンラインにて期間限定でご視聴できます。配信時期や方法など、詳細なご視聴
方法はご購入後にご連絡します。
※上記をセットにしてお渡しします。
※各特典の概要は公演サイトにてご確認ください
■明日よりチケット 2 次先行発売開始！
2 次先行 2022 年 6 月 24 日（金）18:00 ～ 2022 年 7 月 3 日（日）23:59
公式先行受付 URL https://eplus.jp/is-official/
【先行特典】
●ゲーム先行特典
「原作イラストポストカード」（非売品）をチケット 1 枚に付き 1 枚プレゼント
●キャスト先行特典
・お申込みのキャストのブロマイド（非売品）をチケット 1 枚に付き 1 枚プレゼント。
（※先行の 1 次と 2 次でキャストブロマイドのデザインは変わります）
・キャスト先行にて『非売品オリジナルグッズ付チケット』をお求めのお客様には、通常はランダム配布の『チ
ェキ複製キャストブロマイド』を、該当キャスト様のものをご用意します。
※各先行に関しては、原作アプリでのお知らせや各出演者のブログ・ツイッターなどをご確認ください。
※各種特典のお渡しは、御観劇回の劇場ロビーのみとします。
【リピーター特典】
4 回ご観劇ごとに『非売品 戦ステ～雑賀孫一編～ キャストサイン入りメインビジュアルポスター（A3 サ
イズ、全 2 種）』をプレゼントします。お渡しするのは、2 種のうちよりご希望のもの 1 種となります。
※数には限りがあります。予定数に達した場合、ご希望に沿えない場合がありますこと、ご理解のほど、何
卒よろしくお願いします。
※特典受け取り方法や特典に関する注意事項は公演サイトをご確認ください
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■『イケメン戦国◆時をかける恋』とは？
本能寺の変真っ只中の“戦国時代”へタイムスリップし、「ド S×唯我独尊」な
織田信長、「破天荒×快楽主義者」な伊達政宗、「俺様×ツンデレ」な真田
幸村など総勢 17 名の戦国武将との恋をお楽しみいただけます。豪華声優陣
による 1,500 種類以上のキャラクターボイスが、ログイン時やミニゲーム、ストー
リー中などに収録されています。
■配信概要
名

称

イケメン戦国◆時をかける恋

情 報 提 供

株式会社サイバード

配信開始日

2015 年 6 月 22 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｢イケメン戦国｣で検索
◆Ameba http://amb.ikemen-sengoku.jp/

公 式 サ イ ト

https://ikemen.cybird.ne.jp/title/sengoku/original/index.html

公式 Twitter

https://twitter.com/Cyikemensengoku

公式 LINE@

LINE 友だち検索で｢@ikemensengoku｣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。

