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株式会社リベル・エンタテインメント
イケメン役者育成ゲーム『A3!（エースリー）
』舞台化作品
MANKAI STAGE『A3!』Troupe LIVE～WINTER 2022～公演情報解禁！

当社の連結子会社であります、株式会社リベル・エンタテインメントは、イケメン役者
育成ゲーム『A3!（エースリー）』
（iOS/Android アプリ）について、株式会社ネルケプラン
ニングおよび株式会社ポニーキャニオンと共同で展開する舞台化作品・MANKAI STAGE
『A3!』の冬組単独ライブ MANKAI STAGE『A3!』Troupe LIVE～WINTER 2022～の公演情報お
よび MANKAI STAGE『A3!』冬組オリジナルアルバムの情報を解禁しました。
■冬組単独ライブ情報解禁！
2022 年２月に TACHIKAWA STAGE GARDEN で開催予定の冬組単独ライブ MANKAI STAGE『A3!』
Troupe LIVE～WINTER 2022～の公演情報を解禁しました。なお、本公演は政府および東京都
の定める新型コロナウイルス感染対策の方針に従って、公演の準備を行っております。
冬組オリジナルアルバムのタイトルは、
「MANKAI STAGE『A3!』Winter Troupe 雪の中で
咲いた花」
。冬組 5 人による全員曲の新曲 2 曲、リーダーによるソロ楽曲、2 組のデュエッ
ト曲を新曲として制作、さらに原作であるアプリゲーム『A3!』の楽曲のカバーを収録！春
組から繋いできた Troupe LIVE の締めくくりにふさわしい、冬組の魅力が満載のアルバム
となりました。
新たな四季を彩る MANKAI STAGE『A3!』シリーズに引き続きご注目ください！

■MANKAI STAGE『A3!』Troupe LIVE～WINTER 2022～公演概要
公演タイトル
MANKAI STAGE『A3!』Troupe LIVE～WINTER 2022～
2022 年２月 23 日（水・祝）～２月 26 日（土） TACHIKAWA
STAGE GARDEN
期間・劇場
※今後、政府および東京都などから新たな情報発表があった際に
は、変更の可能性がございます。
原作
イケメン役者育成ゲーム『A3!（エースリー）
』
演出
松崎史也
脚本
亀田真二郎
音楽
Yu（vague）
振付・ステージング 梅棒
【冬組】
月岡 紬：荒牧慶彦
高遠 丞：北園 涼
御影 密：植田圭輔
キャスト
有栖川 誉：田中涼星
雪白 東：上田堪大

協力
主催
一般発売日
チケット料金
チケットに関するお
問い合わせ
公演に関する
お問い合わせ

鹿島雄三：鯨井康介
一般社団法人日本 2.5 次元ミュージカル協会
MANKAI STAGE『A3!』製作委員会
（ネルケプランニング、ポニーキャニオン、リベル・エンタテイン
メント）
2022 年２月 13 日（日）AM10:00
9,800 円（全席指定／税込）
イープラス http://eplus.jp/qa/
ネルケプランニング TEL：03-3715-5624（平日 11:00～18:00）
https://www.nelke.co.jp/about/contact1.php

■MANKAI STAGE『A3!』冬組オリジナルアルバム詳細
タイトル
MANKAI STAGE『A3!』Winter Troupe 雪の中で咲いた花
冬組
アーティスト
2021 年 12 月 15 日（水）
発売日
PCCG-02018／１枚組 税込 2,800 円（2,545 円（本体）＋税）
品番／価格
2022 年２月開催予定 MANKAI STAGE『A3!』Troupe LIVE～WINTER
封入特典
2022～チケット最速先行販売抽選申込券
きゃにめ：クリアファイル
全国アニメイト（オンラインショップ含む）
：2L ブロマイド（絵
店舗特典
柄：ジャケット絵柄）
Amazon.co.jp：メガジャケ（絵柄：ジャケット絵柄 サイズ
240mm×240mm）
MANKAI STAGE『A3!』Troupe LIVE 公式サイト https://troupelive.mankai-stage.jp/
MANKAI STAGE『A3!』公式 Twitter https://twitter.com/mankai_stage（＠mankai_stage）
※記事ご掲載の際は、コピーライトの記載をお願いいたします。
ⒸLiber Entertainment Inc. All Rights Reserved. ⒸMANKAI STAGE『A3!』製作委員会
2022

■『A3!』とは？

『A3!』は劇団の主宰兼『総監督』となり、イケメン劇団員たちをキャスティングして青
春ストーリーが楽しめるイケメン役者育成ゲームです。メインストーリーは豪華声優陣に
よるフルボイス。春組、夏組、秋組、冬組に所属するまだ“つぼみ”状態のイケメン役者た
ちを小劇場の舞台上で満開に咲かせよう！
■ストーリー
「カントク！オレたちを…咲かせてください！」
東京の郊外の街、天鵞絨（ビロード）町。この町には『ビロードウェイ』と呼ばれる通り
があり、多くの劇団が拠点にする劇団員の聖地となっている。突然届いた一通の手紙を頼り
にこの地に降り立ったあなた。元舞台役者のあなたが出会ったのは―…【・借金まみれ！・
お客ゼロ！・劇団員たった 1 名！】かつての栄光を失った潰れかけのボロ劇団！ひょんなこ
とからその劇団を立て直すことになったあなたは、劇団の主宰兼『総監督』を任されること
になって―…？メインストーリー第三部後半、好評配信中！
■ゲームのポイント

POINT1 豪華フルボイス！
演劇開花ストーリー
メインストーリーはフルボ
イス！演劇の世界へ飛び込
んだ新米劇団員たちの全力
開花を見届けよう！

POINT2 劇団員を育てて自
分好みにキャスティング！
育成したい劇団員をチョイ
スして、簡単タップで稽古
しよう！育てた劇団員は公
演で活躍してくれるよ！

POINT3 楽 し い ミ ニ ゲ ー
ム！出稼ぎでハートキャッ
チ！
タップが楽しい出稼ぎミニ
ゲームにも挑戦しよう！選
んだ劇団員の組み合わせで
変化するミニ会話にも注
目！

■クレジット
キャラクターデザイン：冨士原良
メインシナリオライター：トム
楽曲制作陣：大石昌良／園田健太郎／ヒゲドライバー／R・O・N／
織田あすか（Elements Garden）／末益涼太(Elements Garden)／利根川貴之／
北川勝利(ROUND TABLE)／ゆよゆっぺ／沖井礼二（TWEEDEES）／emon(Tes.) 他
■声優陣
赤澤燈／浅沼晋太郎／市来光弘／五十嵐雅／江口拓也／置鮎龍太郎／小野大輔／柿原徹也
／影山達也／楠大典／熊谷健太郎／小西克幸／小西成弥／酒井広大／櫻井孝宏／佐藤拓也
／沢城千春／白井悠介／
武内駿輔／田丸篤志／寺島惇太／土岐隼一／豊永利行／浪川大輔／西山宏太朗／野上翔／
畠中祐／
羽多野渉／濱健人／日野聡／廣瀬大介／広瀬裕也／帆世雄一／安元洋貴／山谷祥生 他
（五十音順）

■A3! 詳細
タイトル
アプリアイ
コン

配信開始日
価格
カテゴリー
対応 OS
公式サイト
URL
iOS URL
Android URL
公式 Twitter
権利表記

A3!（読み方：エースリー）

2017 年１月 27 日（金）
基本プレイ無料(一部アイテム課金制)
イケメン役者育成ゲーム
iOS/Android ※機種によりご利用頂けない場合があります。
https://www.a3-liber.jp
https://itunes.apple.com/jp/app/a3!/id1160565264?l=ja&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.liberent.mankai
@mankai_company
©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『アイ★チュウ』
、
『A3!』
、
『蒼焔の艦隊』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。
■MANKAI STAGE『A3!』公演に関するお問い合わせ先
株式会社ネルケプランニング
広報宣伝部 担当：六郷(ろくごう)
TEL : 03-3715-5628 FAX : 03-3715-5629 MAIL：pr_info@nelke.co.jp
■その他『A3!』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
〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町 10-1 マンサード代官山 4F
E-mail：pr@liberent.co.jp
URL: https://liberent.co.jp/
※IR に関するお問い合わせは、子会社ではなく当社（ir@aeria.jp）へお問合せください。
以上

