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ケータイ小説文庫レーベル「魔法のiらんど文庫」原作

『そして世界は全て変わる』
ドラマ化のお知らせ
株式会社アスキー・メディアワークス（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：塚田 正晃 以下アス
キー・メディアワークス）が運営する日本最大級のガールズサイト「魔法のiらんど」の掲載作品で、「魔法
のiらんど文庫」発行の小説『そして世界は全て変わる』が、ケータイ小説ドラマとして映像化されます。本
日8月15日（水）よりYouＴubeにて予告編の無料視聴スタート、8月29日（水）より順次パソコン・モバイル
での有料配信がスタートいたします。
「魔法のiらんど」は無料ホームページ作成サービスとして1999年12月にスタート。安心して楽しめる安
全なモバイルインターネットサービスとしてユーザーのクチコミで広がり、会員数600万人・月間ページ
ビュー27.5億（2012年7月現在）を誇る日本最大級のガールズサイトに成長しております。ユーザーの多
くを10代女性が占め、最も人気のコンテンツであるケータイ小説の投稿だけでなく、趣味や身近な出来
事についてユーザー同士でコミュニケーションをとる場としても、広く活用されています。
今回ドラマ化される『そして世界は全
て変わる』は、親友の彼氏に片想いを
する主人公を中心に、高校生4人が織
り成す恋模様を描いた、甘くて切ない
学園ラブストーリーです。高校生の等
身大の恋を描いて共感を呼び、「魔法
のiらんど」に掲載以来、中高生を中心
に75万人以上の読者に支持されてい
る大人気作品です。
ケータイ小説ドラマでは、夫婦の絆
を描いた感動作・三浦友和主演の映
画『RAILWAYS 愛を伝えられない大人
たちへ』の蔵方監督指揮のもと、注目
の若手キャストが脇を固めています。
主人公「皆川波流」は、2005年ドラマ『新キッズ・ウォー』で女優デビューして以来、数々のドラマや映
画、CMに出演、2010年4月NHK総合『ケータイ発ドラマ 激♡恋・・運命のラブストーリー・・』で連続ドラマ
初主演を果たした荒井 萌が、皆川波流が想いを寄せる親友の彼氏「小日向 陽」は、『桜蘭高校ホスト
部』ドラマ版と映画版に黒魔術部部長・猫澤梅人役として出演した竜星 涼が、それぞれ演じています。
その他、小日向 陽の友人「芹沢錬太郎」には、2007年、アミューズ30周年全国オーディションにて準
グランプリを受賞しデビューした松島庄汰が、主人公・皆川波流の親友「間中沙都」には「ミスセブン
ティーン」のグランプリに選ばれデビューした阿部菜渚美が出演、今後注目のフレッシュな顔ぶれが揃い
ました。

主題歌を担当するのは、日本人の父親とアメリカ人の母親をもつバイリンガルなヒップホップミュージ
シャン・WISE。中高生を中心とした着うたダウンロード世代の歌姫・中村舞子を迎えた『そして世界は全
て変わる feat. 中村舞子』を歌い上げ、映像に彩りを添えています。
複雑に絡まる、高校生4人の恋の行方は――？ 魔法のiらんど原作のケータイ小説ドラマ『そして世
界は全て変わる』にぜひご注目ください。

■『そして世界は全て変わる』ケータイ小説ドラマの概要
【タイトル】 そして世界は全て変わる

【ドラマ尺】 約68分

Ｍ Fan特集ページQRコード→
【スケジュール】
・8月15日（水）： YouＴubeにて予告編の無料視聴スタート
M Fan（http://ip.tosp.co.jp/p.asp?I=ME_FE069）特集ページスタート（13時予定）
・8月29日（水）以降： iTunes、Gyao!!、DMM.com、フジテレビオンデマンド、GIGA、ShowTime、
ビデオマーケット、ベストヒット動画、music.jpなどで有料配信開始予定
・今秋DVD発売予定

【監督】 蔵方政俊
【エグゼクティブプロデューサー】 池田安寿 / 平田昌吾 / 矢部順也 / 東小薗 光宏 /
井無田 博 / 桂川賢一
【プロデューサー】 岩淵 規 / 成田 剛
【脚本】 小鶴
【撮影】 安田 圭 (J.S.C.)
【原作】 伊東ミヤコ 「そして世界は全て変わる」 魔法のiらんど文庫 / アスキー・メディアワークス刊
【CAST】 荒井 萌 / 竜星 涼 / 松島庄汰 / 阿部菜渚美 / 筒井真理子 / 渡 洋史
【主題歌】 WISE 「そして世界は全て変わる feat.中村舞子」
【制作プロダクション】 メディアンド
【企画】 フジパシフィック音楽出版
【製作・著作】 フジパシフィック音楽出版・ユニバーサルミュージック・シブヤテレビジョン
(C)2012 伊東ミヤコ / アスキー・メディアワークス / フジパシフィック音楽出版 / シブヤテレビジョン /
ユニバーサルミュージック

＜ストーリー＞
高校2年生の皆川波流は入学してからずっと片想い中。相手は親友・沙都の彼氏、小日向 陽。だから、
沙都の幼なじみ・錬太郎からは「邪魔な女」と言われてしまい。絶対に小日向くんをあきらめなければい
けない波流だったが……。
複雑に絡まる、高校生4人の恋の行方は――？ 甘くて切ない学園ラブストーリー。

■監督、キャストについて
監督 ： 蔵方政俊（くらかた まさとし）
1968年東京都出身。
2011年12月、松竹系全国公開映画『RAILWAYS 愛を伝えられない大人たちへ』で監督デビュー。
NHK BSプレミアム『欽ちゃんの初恋』が2012年8月に放送予定。

皆川波流（みながわ はる）役・・・荒井 萌（あらい もえ）
生年月日：1995年3月3日
身長：165cm 所属：フォスター
2005年ドラマ『新キッズ・ウォー』で女優デビューして以来、数々のドラマ
や映画、CMに出演。2010年4月NHK総合『ケータイ発ドラマ 激♡恋・・運
命のラブストーリー・・』で連続ドラマ初主演を果たした。また講談社「ミス
マガジン2009」でミスヤングマガジン受賞、2011年には集英社「non-no
MODEL AUDITION 2011」で準グランプリを受賞し、男女問わず幅広い
層からの支持を得ている。2012年からは雑誌「non-no」の専属モデルに
なった。今後は劇場版「ミューズの鏡」福田雄一監督作品が今夏公開さ
れる。

小日向 陽（こひなた はる）役・・・竜星 涼（りゅうせい りょう）
生年月日：1993年3月24日
身長：183cm 所属：研音
2010年CXの連続ドラマ『素直になれなくて』高橋正文役でデビュー。そ
の後『ハンマーセッション』『秘密』『リバウンド』と連続でドラマ出演した。
その後、『桜蘭高校ホスト部』ではドラマ版と映画版で黒魔術部部長・猫
澤梅人役として出演。2012年2月～3月に舞台「OZ」では主役ムトーを演
じた。今後はドラマ、映画、舞台での活躍が期待。

芹沢錬太郎（せりざわ れんたろう）役・・・松島庄汰（まつしま しょうた）
生年月日：1990年12月26日
身長：180cm 所属：アミューズ
2007年、アミューズ30周年全国オーディションにて、準グランプリを受賞
しデビュー。以降、映画『ソフトボーイ』『大奥』『もし高校野球の女子マ
ネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら』や、TVドラマ『花ざ
かりの君たちへ～イケメン☆パラダイス～2011』『ステップファザー・ス
テップ』、舞台『方舟』『GIRLS PRISON OPERA』などに出演した。今後は
NHKドラマ10「つるかめ助産院～南の島から～」が控えている。

間中沙都（まなか さと）役・・・阿部菜渚美（あべ ななみ）
生年月日：1996年4月13日
身長：168cm 所属：アミューズ
2010年、ファッション雑誌『Seventeen』の専属モデルオーディション「ミス
セブンティーン」に応募者5,575人の中からグランプリに選ばれる。また、
ドラマ出演はテレビ朝日『11人もいる!』がデビュー作で本作が2本目。今
後は2012年10月から「紳士服のコナカ」のイメージキャラクターとして決
まっており、2013年春に中村さやか監督の映画『FASHION STORY｜フ
ァッションストーリー』が公開予定。
皆川和賀（みながわ わか）役・・・筒井真理子（つつい まりこ）
1962年10月13日生まれ、 山梨県出身
早稲田大学在学中より鴻上尚史主催「第三舞台」に参加。代表作は、『ビー・ヒア・ナウ』『ピルグリム』
『深呼吸する惑星』など。1994年、映画『男ともだち』の主演に起用されて以降、テレビ・映画・CMと幅広く
活躍。2010年10月より山梨県の観光大使としても活動している。今後は2012年10月20日公開の映画作
品で園子温監督『希望の国』が控えている。
皆川 周（みながわ しゅう）役・・・渡 洋史（わたり ひろし）
1963年3月20日生まれ、 新潟県出身
1981年3月、JAE（ジャパンアクションエンタープライズ、旧名ジャパン・アクション・クラブ 敬称：JAC）入
団。端役やスーツアクター、スタントなどにて数多くの作品に出演。1983年には『宇宙刑事シャリバン』の
主役・伊賀電に抜擢される。また、1986年『時空戦士スピルバン』の主役として抜擢され、メタルヒーロー
シリーズにおいて唯一、2度主演した俳優となる。現在も特撮、時代劇、舞台、ミュージカル、声優として
活躍している。

■主題歌について
【アーティスト】 WISE
【タイトル】 『そして世界は全て変わる feat. 中村舞子』
【発売日】 2012年9月12日
【発 売】 ユニバーサルミュージック

ＷＩＳＥ
日本人の父親とアメリカ人の母親をもつバイリンガルなヒップ
ホップミュージシャン。2011年に発表したシングル「By your side
feat.西野カナ」は、着うたR＆着うたフルR＆待ちうた＆歌詞サイ
トでNo.1の4冠を記録した。

中村舞子
マニラ（フィリピン）生まれ。日本とスペイン＆フィリピンのクォーター。誰もが一聴して惹き込まれる唯一
無二の声質と卓越した歌唱力。 “同世代のセツナLoveをメッセージする代弁者”として、中高生を中心と
した着うたダウンロード世代の歌姫としての知名度は高い。

■魔法のiらんど文庫『そして世界は全て変わる』について
タイトル ： 『そして世界は全て変わる』
著

者

： 伊東ミヤコ

レーベル ： 魔法のiらんど文庫
発売日

： 2011年8月25日

定

価

： 515円（税込）

発

行

： 株式会社アスキー・メディアワークス

発

売

： 株式会社角川グループ・パブリッシング

＜以下、ご参考＞
■「魔法のiらんど」とは
無料ホームページ作成サービスとして1999年12月にスター
ト。安心して楽しめる安全なモバイルインターネットサービス
としてユーザーのクチコミで瞬く間に広がり、会員数600万
人・月間ページビュー27.5億（2012年7月現在）を誇る日本
↑ 「魔法の i らんど」ロゴ
最大級のガールズサイトに成長しております。
2012年7月18日（水）には、10代の女の子が同じ夢を持った仲間を見つけたり、とっておきの夢に出会う
ことができる、夢でつながれるコミュニティ「ユメコレ Yume Collection」をサービス開始いたしました。
●魔法のiらんどURL： http://maho.jp/
●ユメコレURL： http://ip.tosp.co.jp/p.asp?I=yumekore
「魔法の i らんど」トップページ QR コード →

■株式会社アスキー・メディアワークスとは
「電撃」「アスキー」「魔法のiらんど」という3つのブランドを軸として、エンターテインメントを中心としたコン
テンツを発信する、コンテンツ・プロデュース・カンパニー。雑誌・書籍の出版を主軸に、ウェブ・モバイル、
電子書籍・アプリのほか、映像・音楽、グッズ、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。2012年11月、アスキー・メディアワークスは創立20周年を迎えます。
●AMW創立20周年記念企画 公式サイト： http://20th.asciimw.jp/
●公式ホームページURL： http://asciimw.jp/
●公式Facebookページ： https://www.facebook.com/asciimw

以上

【本件に関する報道関係からのお問い合わせ先】
株式会社アスキー・メディアワークス 経営企画部
TEL：03-5216-8123
FAX：03-5216-8124
E-mail：plan-pr@ml.asciimw.jp

