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2017 年 3 月 27 日 

各位 

株式会社リベル・エンタテインメント 

代表取締役社長 林田浩太郎 

 

恋愛リズムアドベンチャー『アイ★チュウ』 

舞台化作品『アイ★チュウ ザ・ステージ ～Stairway to Étoile～』チケット情報を公開！ 

 

  株式会社リベル・エンタテインメントは、iOS/Android 向け恋愛リズムアドベンチャーゲーム「アイ★

チュウ」について、舞台化作品『アイ★チュウ ザ・ステージ ～Stairway to Étoile～』のチケット情報

と、制作発表会の開催を発表しましたので、お知らせします。 

 

 

■舞台化作品『アイ★チュウ ザ・ステージ ～Stairway to Étoile～』について 

舞台化作品『アイ★チュウ ザ・ステージ 

～Stairway to Étoile～』は 2 次元を 3 次元に

近づける 2.5 次元プロジェクトの試みであり、

1 月 29 日(日)に舞浜アンフィシアターにて開

催されたファンミーティングで始動が発表され

ました。ファンミーティングでは、サプライズ

で 2.5 のキャスト 16 名が登場し、「F∞F」

「ArS」「Twinkle Bell」「I♥B」の 4 ユニット

の歌と踊りを披露。人気楽曲をゲームが現実に

なったかのようなクオリティの歌と踊りで再現

し、大きな話題となりました。 

 

 『アイ★チュウ ザ・ステージ ～Stairway to Étoile～』のチケットは特典付き S 席・S 席・A 席 (2

階席中程)・B 席 (2 階席最後列)の 4 種類が販売されます。特典付き S 席の特典には公演パンフレット

と原作イラストと出演者の 2 枚組の非売品ブロマイドが付属するという豪華な仕様となります。パンフ

レットは会場内でも 2,400 円で販売されますが、ファンの皆様には是非特典付き S 席を購入してプレミ

アムなブロマイドをゲットしてください。さらに 3 月 31 日(金)より最速で開始となるゲーム内先行で

は抽選で 100 名様（東京大阪計）をゲネプロにご招待という特典もあります。キービジュアルを含め詳

細は本日更新された特設サイトでご確認ください。 

 公式サイト：http://www.jvcmusic.co.jp/i-chu/stage/ 

■制作発表会も開催！ 

5 月 25 日(木）にはサンシャインシティ噴水広場にてこの舞台の制作発表会が開催されることが決定

しました。発表会では一般募集も含めたオーディションで決定される人気 NO.1 キャラクター華房心の

キャストの発表&初お披露目も行われます。舞台とあわせてこちらも是非チェックしましょう。 

なお、アイ★チュウは 2017 年 3 月 22 日(水)に 2nd Album「glace」を発売したばかり。七色に輝く

アイ★チュウ世界を音楽面でもぜひお楽しみください。 
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イベント情報 

■アイ★チュウ ザ・ステージ ～Stairway to Étoile～ 

脚本：田尾下哲 演出：保科由里子 

出演：飯山裕太、丸目聖人、小波津亜廉、石渡真修、大海将一

郎、佐川大樹、結城伽寿也、登野城佑真、辻凌志朗、田中晃

平、綾切拓也、古畑恵介、八島諒、山内圭輔、荒一陽、中島拓

斗ほか  

   ※出演者は都合により変更になる場合があります。 

原作：恋愛リズムアドベンチャーゲーム「アイ★チュウ」(リ

ベル・エンタテインメント) 

主催：アイ★チュウ ザ・ステージ製作委員会(リベル・エンタテインメント／ビクターエンタテインメ

ント／キョードーファクトリー) 

 

【大阪公演】 

日程：8 月 25 日（金）～8 月 27 日（日）全 4 公演 

会場：サンケイホールブリーゼ 大阪市北区梅田 2-4-9 ブリーゼタワー7 階 

問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888 http://www.kyodo-osaka.co.jp/ 

チケット： 

 ・キョードーインフォメーション 0570-200-888  

 ・チケットぴあ 0570-02-9999(P コード:458-301) 

 ・ローソンチケット 0570-084-005(L コード:58460) 

 ・e+(イープラス) http://eplus.jp 

 ・CN プレイガイド 0570-08-9999 

 ・ブリーゼチケットセンター 06-6341-8888(10:00～18:00) 

 

【東京公演】 

日程：9 月 6 日（水）～9 月 10 日（日）全 8 公演 

会場：サンシャイン劇場 豊島区東池袋 3-1-4 サンシャインシティ 文化会館 4F 

問い合わせ：キョードー東京 0570-550-799 http://www.kyodotokyo.com/  

チケット： 

 ・キョードー東京  0570-550-799 

 ・チケットぴあ   0570-02-9999(P コード:458-301) 

 ・ローソンチケット 0570-084-003(L コード:33532) 

 ・e+(イープラス)  http://eplus.jp 

 ・CN プレイガイド 0570-08-9999 

 ・Confetti(カンフェティ)  http://confetti-web.com 0120-240-540  

 ・サンシャイン劇場窓口  14:00～18:00 

 ・チケットホン松竹  0570-000-489(オペレーター対応/10:00～18:00) 
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【大阪・東京公演共通】 

料金：特典付き S 席 9,800 円、S 席 8,300 円、A 席 6,800 円(2 階席中程)、B 席 4,800 円(2 階席最後列) 

★特典付き S 席は、当日販売はありません。 

★S 席内の同じ席で、通常の S 席か特典付き S 席は、選択できます。特典は観劇当日の引換になりま

す。 

【特典内容】公演パンフレット(非売品ブロマイド付き) ブロマイドは原作イラストと出演者の 2 枚組 

※出演者ブロマイドには、サイン入りがランダムに各公演毎、枚数限定で含まれています。 

※公演パンフレットのみ会場での販売予定あり、販売金額 2,400 円 

スペシャルアフタートークショー ：舞台終了後、全ての回でスペシャルアフタートークショーを開

催。 

※開場は開演の 30 分前、公演時間 約 2 時間半(スペシャルアフタートークショー含む、途中休憩 20

分あり) 

 

■アイ★チュウゲーム内先行販売 3 月 31 日(金)～4 月 11 日(火)   

 

■プレイガイド先行販売:2017 年 5 月 1 日(月)から(予定) 

 

■チケット一般発売：2017 年 5 月 27 日(土)  

公式サイト：http://www.jvcmusic.co.jp/i-chu/stage/ 

 

制作発表会情報 

■「アイ★チュウ ザ・ステージ ～Stairway to Étoile～」制作発表会 

【日時】5 月 25 日（木） 

【場所】サンシャインシティ噴水広場 

※詳細後日発表 

  

http://www.jvcmusic.co.jp/i-chu/stage/


   

  

 

 

4 

 

■『アイ★チュウ』とは 

「アイ★チュウ」はプレイヤーが教師兼プロデューサーとなり、アイドルの卵アイチュウを一人前のア

イドルに育成する恋愛リズムアドベンチャーゲームです。アイチュウやクマ校長を総勢 33 名の豪華男

性声優が演じます。 

 

天﨑滉平／井口祐一／内田雄馬／梅原裕一郎／榎木淳弥／小野友樹／柿原徹也／花倉洸幸／木村良平／

KENN／小林裕介／近藤隆／斉藤壮馬／下妻由幸／下野紘／白井悠介／内匠靖明／田丸篤志／豊永利行

／中西尚也／西山宏太朗／花江夏樹／平川大輔／前野智昭／増田俊樹／松岡禎丞／峰岸佳／村瀬歩／森

久保祥太郎／谷地克文／山本和臣／ロア健治 （50 音順） 

 

■ゲーム内容 

有名男性声優によるストーリーパートとリズムゲームパートのふたつの軸でゲームをお楽しみ頂けま

す！恋愛ストーリーではダミーヘッドマイクを用いた高音質のボイスが再生されます。 

・ストーリーパートでは総勢 33 名の有名声優によるメインストーリーと恋愛ストーリーが展開！ 

・リズムゲームでは登場アイドルグループの声優陣が熱唱するオリジナル楽曲が登場！ 

 

■ゲーム概要 

 

【タイトル】：アイ★チュウ（読み方：アイチュウ） 

【配信開始日】：iOS 版/Android 版配信中 

【価格】：基本プレイ無料(一部アイテム課金制) 

【カテゴリー】：恋愛リズムアドベンチャー 

【対応 OS】iOS/Android   

※機種によりご利用頂けない場合があります。 

【公式サイト URL】：http://www.i-chu.jp  

【公式Ｔｗｉｔｔｅｒ】https://twitter.com/ichu_official 

【iOS 版ストア URL】https://itunes.apple.com/jp/app/id985171229?mt=8 

【Android 版ストア URL】https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Ent.Liber 

【権利表記】©Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. 

 

■株式会社リベル・エンタテインメントについて 

リベル・エンタテインメントは恋愛リズムアドベンチャー『アイ★チュウ』をはじめ、ソーシャルゲーム、

スマートフォンアプリの開発から運営まで多岐にわたり展開しています。社名のリベル（Liber）とは「生

産と豊穣」を司る古代ローマ神の名前で、穀物が豊かに実るように、豊かな発想でクリエイティブなエン

タテインメント作品を生み出したいと思い名付けました。 

 

■本件に関するお問い合わせ先 

株式会社リベル・エンタテインメント 

東京都千代田区鍛冶町 1-9-16 丸石第二ビル 6 階 

E-mail：pr@liberent.co.jp  URL: http://liberent.co.jp/ 

http://www.i-chu.jp/
https://twitter.com/ichu_official
https://itunes.apple.com/jp/app/id985171229?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Ent.Liber

