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ご 案 内                                                   2016年3月14日 
報道関係各位                                                           株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

 

  疾走する、青春×部活ストーリー 

『プリンス・オブ・ストライド』 
2016年12月、舞台化決定！ 

6人1チームで街を駆け抜けるエクストリームスポーツ「ストライド」に魅せられた高校生たちの青春疾走ストー

リー『プリンス・オブ・ストライド』。スポーツの熱さ、本気な男子のカッコよさ、人を好きになる切なさを正面から描

く、曽我部修司［FiFS］企画・原作の本作は、ビジュアルノベル、ゲームからスタートし、ドラマCD、コミカライズ、

TVアニメ化とさまざまなメディア展開を行っております。このたび『プリンス・オブ・ストライド』の舞台化が決定、

『プリンス・オブ・ストライド THE LIVE STAGE』として、2016年12月より上演開始を予定しております。 

舞台版『プリンス・オブ・ストライド THE LIVE STAGE』の詳細は、公式サイト（http://trifle-stage.com/pos_s/）

などで順次お知らせしてまいります。ぜひご注目ください。 

■舞台『プリンス・オブ・ストライド THE LIVE STAGE』について 

【概要】 

ビジュアルノベル、ゲームからスタートし、ドラマCDやコミカライズ、TVアニメとメディア展開

を広げてきた『プリンス・オブ・ストライド』がついに舞台化!! キャストがステージや客席内を所

狭しと走り、そして飛び回ります!! 舞台だから表現できる圧倒的なLIVEの迫力。そして、客席を吹

き抜ける風。これが、本物のストライド!! 本格的なパルクール指導を受けたキャストたちのアクシ

ョンにご期待ください！ 

全4部作で描かれる舞台版『プリンス・オブ・ストライド』。最終エピソードとなる「エピソード4」

は原作内のカレンダーに合わせて2017年8月に上演されます。どうぞ最後までお見逃しなく!! 

【スタッフ】 

企画・原作・デザインワークス：曽我部修司[FiFS]  

キャラクターデザイン：ののかなこ[FiFS] 

ロゴデザイン：内古閑智之[CHProduction] 

原作プロデュース：電撃Girl'sStyle 

演出：松崎史也 

脚本：葛木英 

パルクール指導・演出：HAYATE 

プロデューサー：辻圭介[トライフルエンターテイン 

メント] 

主催・制作：トライフルエンターテインメント 

協力（東京公演）：オデッセー 

協力（大阪公演）：サンライズプロモーション大阪 

【キャスト】 

八神 陸：伊崎龍次郎 

藤原 尊：蒼木 陣   ほか 

【公式サイト】http://trifle-stage.com/pos_s/ 

【公式Twitter】＠pos_stage 

 

舞台『プリンス・オブ・ストライド THE LIVE STAGE』 
デザインロゴ 

http://trifle-stage.com/pos_s/
http://trifle-stage.com/pos_s/
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■上演スケジュール 

◆エピソード1（登場校予定：方南学園・西星学園・三橋高校） 

［日程］     ［劇場］ 

東京公演：2016年12月9日（金）～14日（水）  シアター1010 

大阪公演：2016年12月後半   調整中 

◆エピソード2（登場校予定：方南学園・西星学園・一条館高校・市場高校） 

東京公演：2017年4月 ／ 大阪公演：2017年5月 

◆エピソード3（登場校予定：方南学園・西星学園・三橋高校・一条館高校・花京院高校） 

東京公演＆大阪公演：2017年6月 

◆エピソード4（登場校予定：方南学園・西星学園・花京院高校） 

東京公演＆大阪公演：2017年8月 

 

※その他、舞台の詳細は随時発表して参ります。 

 

■キャストについて 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※その他キャスト情報は公式サイトにて公開中です。 

 

 

■『プリンス・オブ・ストライド』メディア展開・関連商品について 

●TVアニメ『プリンス・オブ・ストライド オルタナティブ』 

【概要】 

現在大好評放送中のTVアニメ『プリンス・オブ・ストライド オルタナティ

ブ』。街中を駆け抜け、ギミックを跳び越えてゴールを目指すスポーツ

「ストライド」に青春をかける、八神陸たち方南学園ストライド部のメン

バーと、ライバルの戦いが描かれています。 

【放送情報】 

AT-X：毎週火曜夜11時～（リピート放送：毎週木曜夕方3時～、毎週日曜夜8時～、毎週月曜朝7時～） 

TOKYO MX・サンテレビ・KBS京都：毎週火曜深夜0時30分～ 

テレビ愛知：毎週水曜深夜1時35分～／BS11：毎週水曜深夜0時～ 

 

八神 陸 役 

伊崎龍次郎（いざき・りゅうじろう） 

【代表作】 

ミュージカル「テニスの王子様」、 

「スーパーダンガンロンパ 2  

THE STAGE～さよなら絶望学園～」など 

藤原 尊 役 

蒼木 陣（あおき・じん） 

【代表作】 

ミュージカル「テニスの王子様」、ライブ・ 

スペクタクル「ＮＡＲＵＴＯ―ナルト―」など 
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【スタッフ】 

原作デザインワークス：曽我部修司[FiFS]（｢プリンス・オブ・ストライド」／電撃Girl'sStyle） 

原作キャラクターデザイン：ののかなこ[FiFS] 

原作グラフィックデザイン：内古閑智之 

監督：いしづかあつこ 

シリーズ構成：岸本卓 

キャラクターデザイン：王國年 

アニメーション制作：マッドハウス 

【キャスト】 

八神 陸：木村良平 ／ 藤原 尊：岡本信彦 ／ 桜井奈々：花澤香菜 ／ 

小日向穂積：小野賢章 ／ 支倉ヒース：小野大輔 ／ 門脇 歩：下野 紘 

／ 久我恭介：諏訪部順一 ／ 壇 悠次郎：置鮎龍太郎 ／ 諏訪怜治：

宮野真守 ／ 黛 静馬：平川大輔 ／ 千代松万太郎：江口拓也 ／  

妹尾 匡：鈴木達央 ／ 黛 遊馬：小野友樹 ／ 奥村 楓：豊永利行  

ほか 

【公式サイト】 http://pos-a.jp 

【公式Twitter】 ＠posa_anime 

ⓒ2015 FiFS／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス刊／POSA製作委員会 

 
●ビジュアルノベルシリーズ 

【書名】 プリンス・オブ・ストライド 

    ＜1～5巻好評発売中、最新第6巻3月22日発売＞ 

【企画・原作】 曽我部修司［FiFS］ 

【テキスト】 1～2巻：永川成基、3巻：永川成基・麻日 珱、 

          4～6巻：麻日 珱 

【イラスト】 FiFS 

【サブストーリーズイラスト】 新井テル子 ※3巻のみ 

【仕様】 B6版  

【各定価】 本体600円＋税 

【発行】 株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ  

【プロデュース】 アスキー・メディアワークス 

【内容】 

主人公・桜井奈々はある時、Webで見つけた方南学園ストライド部の試合動画に魅せられてしまう。"私もここで、スト

ライドをやりたい！" その一心で、方南学園に入学した奈々。そこで彼女を待っていたのは、同じようにストライドに

引き寄せられた少年たちとの出会いだった。そして始まる、高校ストライドの東日本大会「エンド・オブ・サマー」。数々

の強力なライバルが、奈々たちの前に立ちふさがる！ 走る速さで、結び合う絆で、方南ストライド部はライバルに打

ち勝ち、この夏の頂点に立つことができるのか!?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

※『プリンス・オブ・ストライド』 

1～5 巻表紙 

最新第6巻表紙 

 

http://pos-a.jp/
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●コミック 

【タイトル】 プリンス・オブ・ストライド GALAXY RUSH 

【漫画】 新井テル子 

【原作・デザインワークス・脚本】 曽我部修司［FiFS］ 

【キャラクターデザイン】 ののかなこ［FiFS］ 

【内容】 

 「電撃マオウ」（毎月27日発売）にて連載中の『プリンス・オブ・ストライド』の 

公式コミカライズ。完全新規書き下ろしストーリーで、西星学園ストライド部の

視点から描かれる『プリンス・オブ・ストライド』です。 

 

●ゲーム 

【タイトル】 プリンス・オブ・ストライド 

【ジャンル】 青春疾走アドベンチャー 

【対応機種】 PlayStation®Vita 、 PlayStation®Vita TV  

【CERO】 B 

【希望小売価格】 通常版6,400円＋税 

  限定版9,200円＋税  

  ダウンロード版5,700円＋税 

【発売】 株式会社角川ゲームス 

【企画・製作】 株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

【内容】 

6人1チームで街を駆け抜けるエクストリームスポーツ――それが「ストライド」。Webで見た、方南学園高校のス

トライドの試合動画に魅せられてしまった「あなた」こと桜井奈々（名前変更可能）は、ストライドをやりたい一心

で方南学園に入学する。そこで待っていたのは、同じようにストライドに引き寄せられた少年たち。アドベンチ

ャーパートと試合パートをこなしながら、チームの司令塔「リレーショナー」として成長し、東日本大会「エンド・オ

ブ・サマー」での勝利をつかみ取ろう！ あなたの行動によって、攻略対象キャラクターとの恋愛イベントに発展

することも……!? 恋より先に絆がある、初めての乙女ゲーム！ 

 
●ドラマCD 

【タイトル】 プリンス・オブ・ストライド オーディオドラマ LET THE WIND BLOW 

【出演】 

桜井奈々：花澤香菜／八神 陸：木村良平／藤原 尊：岡本信彦／ 

小日向穂積：小野賢章／支倉ヒース：小野大輔／門脇 歩：下野 紘／ 

久我恭介：諏訪部順一／壇悠次郎：置鮎龍太郎／ 

河原崎莉子：宮原永海 ほか 

【企画・原作／デザインワークス】 曽我部修司［FiFS］ 

【キャラクターデザイン】 ののかなこ［FiFS］ 

【CD脚本】 森野ちよ子 【脚本協力】 永川成基 

【CD音楽】 渡部恭久、GAINGAUGE 

【ジャケットイラスト】 FiFS 

【定価】 本体3,000円＋税 

【発売】 株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ  

【プロデュース】 アスキー・メディアワークス 

★ゲームED後を描く「プリンス・オブ・ストライド オーディオドラマ MY FIRST LOVE」 Vol.1 ～ 6 も好評発売中。 

 

 
 
 

『プリンス・オブ・ストライド』公式ポータルサイト： http://posweb.jp/ 

『プリンス・オブ・ストライド』公式Twitter：@pj_pos 

 【権利表記】ⓒ2015 FiFS  ⓒKADOKAWA CORPORATION 2015 

http://posweb.jp/
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●関連雑誌 

【誌名】 電撃Girl'sStyle （デンゲキ ガールズスタイル）   

【発売日】 毎月10日発売 

【内容】 女の子がいちばんときめく乙女ゲーム情報誌。ゲームはもちろん、ア

プリ、声優やアニメ情報を掲載するとともに、「プリンス・オブ・ストライ

ド」の最新情報をどこよりも早くお届けしています。 

3月10日発売の4月号には、「プリンス・オブ・ストライド ぷちキャラ 

アクリルキーホルダー ジャンプ！藤原尊」がついてきます。 

【公式サイト】 http://dengekionline.com/g-style/ 

【公式Twitter】 @dengekigirls 

【発行】 株式会社KADOKAWA 

【プロデュース】 アスキー・メディアワークス 

 

 

＜ご参考＞ 

■アスキー・メディアワークスとは 

アスキー・メディアワークスは、小説、コミック、ゲーム、ホビーなど、エンターテインメント分野を中心とした事業

を展開。出版を基盤に、ウェブ・モバイル、電子書籍、アプリ、映像、音楽、グッズ、ゲーム、イベントなど、メディ

アを超えてコンテンツをプロデュースしています。 

●ＫＡＤＯＫＡＷＡオフィシャルサイト： http://www.kadokawa.co.jp/ 

●アスキー・メディアワークス公式サイト： http://asciimw.jp/ 

以上 

 

 

【本件に関する報道関係からのお問い合わせ先】 
株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

アスキー・メディアワークス 
http://asciimw.jp/ 

電撃Girl’sStyle 2016年4月号 
表紙 

 

http://dengekionline.com/g-style/
http://www.kadokawa.co.jp/
http://asciimw.jp/
http://asciimw.jp/

