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株式会社サイバード（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 内海 州史）は、累計会員数

1,500 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『イケメン幕末◆運命の恋』が、

2016年 12月 9日（金）でサービス開始から 3周年を迎えることを記念し、大幅リニューアルを含め、

始 動 し た 17 プ ロ ジ ェ ク ト の 第 三 弾 と な る 情 報 を 、 公 式 サ イ ト （ URL ：

http://ikemen.cybird.ne.jp/of/title/bakumatsu/main/top.html）にて本日 2016 年 11

月 15日（火）に公開しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆三周年を記念した 17プロジェクトを始動中！第三弾となる情報を公開 

①カウントダウンログインボーナスキャンペーンを実施！ 

大幅リニューアル実施に向けた、カウントダウンのログインボーナスキャンペーン「豪華！17人でカウントダ 

ウン 動乱のログインボーナス」を本日 11月 15日（火）より実施します。 

毎日ログインすることで、日替わりで 17名の幕末志士達のミニトークをお楽しみいただけるほか、ゲーム 

内で利用できるアイテムもプレゼントします。また、最終日には、恋愛を進めるキャラクターを途中で変更 

することができるアイテム「お相手変更の鍵」もゲットすることができます。 

 

キャンペーン期間：11月 15日（火） 0:00 ～ 12月 1日（木） 23:59 

 

 

 

 

 

会員数 1,500万人を誇る「イケメンシリーズ｣の人気タイトル『イケメン幕末◆運命の恋』、 
3周年を記念した 17プロジェクトの第三弾となる情報を公開！ 

 

～豪華声優陣サイン色紙プレゼントや『イケメン戦国◆時をかける恋』のコラボを実施！  
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②豪華声優陣の直筆サインがもらえる Twitter キャンペーンを実施！ 

公式 Twitter（https://twitter.com/ikemenBM）をフォローし、ご希望のキャラクターの告知ツイ

ートをリツイートしていただくと、キャラクターイラストなどを手掛けるここかなた氏の直筆サイン入り色紙（5

名様）や、出演声優の直筆サイン入り色紙（17名様）を抽選でプレゼントするキャンペーンを実施しま

す。そのほか、3周年を記念した、オリジナル Twitter アイコン画像もプレゼントします。 

 

【応募方法】 

（1）公式 Twitter（ https://twitter.com/ikemenBM）をフォロー 

（2）ご希望のキャラクターの告知ツイートをリツイートしていただくと、応募完了となります 

 

【応募受付期間】 

ここかなた氏直筆サイン入り色紙：2016年 11月 15日（火）～11月 30日（水）23:59 

豪華声優陣直筆サイン入り色紙：2016 年 12月 1 日（木）～12月 18日（日）23:59 

 

③『イケメン戦国◆時をかける恋』とコラボレーションを実施！ 

・11月 25日の『イケメン戦国◆時をかける恋』の生ラジオ番組に小林裕介氏が登場！ 

加藤和樹氏（伊達政宗役）と赤羽根健治氏（猿飛佐助役）が MC を務める『イケメン戦国◆時を

かける恋』の生ラジオ番組に、沖田 総司の CV を担当する小林 裕介氏が登場します。 

 

【番組日時】2016年 11月 25日(金) 開場:21:57 開演:22:00 

タイムシフト予約 URL：http://live.nicovideo.jp/watch/lv280610677 

 

・ゲーム内コラボキャンペーンを実施 

『イケメン戦国◆時をかける恋』と『イケメン幕末◆運命の恋』のコラボレーションキャンペーンを、 各ゲーム

内にて 2016年 11月 28日（月）16時より期間限定で実施します。 

本キャンペーンは、App Store、Google Play、Ameba にて開催し、物語券や限定アバターアイテムな

ど豪華特典がもらえます。 

 

■チュートリアル突破で特典 GET！ 

 キャンペーン期間中に、 両タイトルのチュートリアルを突破すると、 各タイトルで物語を読み進めることが

できる「物語券 5枚」をプレゼントします。  

 

【キャンペーン対象期間】 

2016年 11月 28日(月)16:00～12月 13日(火)23:59 

 

■5日間連続ログインで特典 GET！ 

両タイトルで、 5日間連続でログインすると、 限定アバターアイテムのコラボフレームをプレゼントします。  

 

【連続ログイン対象期間】 

2016年 12月 1（木）0:00 ～ 2016年 12月 5日（月）23:59 まで （5日間） 

 

■ストーリーを進めて特典 GET 

 それぞれのタイトルで物語券を消費した枚数（チケット数）に応じて、特典をプレゼントします。 

 特典内容：【10枚】体力回復 50 ／【20枚】2000両 ／【30枚】衣装箱×1 

 

【キャンペーン対象期間】 

2016年 11月 28日(月)16:00～12月 13日(火)23:59 

 

https://twitter.com/ikemenBM
https://twitter.com/ikemenBM
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④好評につき、3周年を記念したリアルイベントのチケットの追加販売が決定！ 

12月10日（土）に開催する、『イケメン幕末◆運命の恋』初の単独リアルイベント「イケメン幕祭－17

人からのおもてなし－」のチケットの追加販売が決定しました。チケットの購入方法などの詳細情報は、「イ

ケメンシリーズ」公式 Twitter 及び『イケメン幕末◆運命の恋』のアプリ内にて後日お知らせします。「イケ

メン幕祭－17 人からのおもてなし－」では、本イベント用のイケメンキャラクターの等身大パネルや特別展

示、特別グッズの販売を実施するほか、スペシャルゲストとして、各回ごとに豪華キャストが出演します。第

1・2回目には、堀江瞬氏（大久保利通 役）・堀江一眞氏（徳川慶喜 役）が、第3・4回目には、

堀江瞬氏（大久保利通 役）・伊東健人氏（高杉晋作 役）が登場し、本イベント限定のミニドラマ

の朗読が行われます。 

 

・開催日時：2016年 12月 10日(土) 

[第 1回] 10：00～12：15 [第 2回] 12：30～14：45  

[第 3回] 15：00～17：15 [第 4回] 17：30～19：45  

 

・チケット料金 

各回入場料： ￥1,500（税込・限定クリアファイルとクリアしおりのスペシャルグッズ付） 

 

・会場：当社 1階「Theatre CYBIRD」（シアターサイバード） 

東京都渋谷区猿楽町 10-1 マンサード代官山 1階 

 

◆『イケメン幕末◆運命の恋 ～華の都と恋の乱～』とは 

OL の主人公がタイムスリップした動乱の「幕末」の京都で、歴史を動かす俺様志士・坂本龍馬、鬼の新撰組副
長・土方歳三、美しき次期将軍候補・徳川慶喜など、幕末の世を駆ける志士たちと出会い恋に落ちていく物語
が展開される女性向け恋愛ゲームです。ユーザーの行動によって、「愛する恋」か「愛される恋」か、大きく変化し
ていきます。 
 
≪物語≫ 
時は花の金曜日。 
同窓会で訪れた、居酒屋「池田屋」の階段から転がりおちたあなたが目覚めたのは、動乱の“幕末”の世界だった
…！ 
 
舞台は華の京都。 
主人公を巡る恋の乱は、時を超えて… 
 
「俺に信じさせてみろよ、運命ってやつを」 
今、運命を変える恋が始まる…―― 
 

名 称 イケメン幕末◆運命の恋 ～華の都と恋の乱～ 

情 報 提 供 株式会社サイバード 

配 信 開 始 日 2013年 12月 9日より順次開始 

アクセス方法 

 App Store／Google Play にて「イケメン幕末」で検索。 
Ameba／GREE プラットフォーム／d ゲーム™よりアプリ利用登録可能。 
Ameba          http://amb.bks.aws.cybird.ne.jp/contents/top 
GREE プラットフォーム  http://gree.bks.aws.cybird.ne.jp/contents/top 
d ゲーム™             http://dc.bks.aws.cybird.ne.jp/contents/top 

情 報 料 基本プレイ無料、アイテム課金制 

コピーライト ©2013CYBIRD 

 

 

 

 

 

http://amb.bks.aws.cybird.ne.jp/contents/top
http://gree.bks.aws.cybird.ne.jp/contents/top
http://dc.bks.aws.cybird.ne.jp/contents/top
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■サイバードについて 
会  社   名：株式会社サイバード（http://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 内海 州史  
創       立：1998年 9月 29日  
事 業 概 要：モバイルコンテンツサービスの提供およびモバイルビジネス支援、クロスメディアソリューションの開発／提供、 

モバイルサイト構築、モバイルコマース、次世代プラットフォームの研究開発など 
 

 

 

 
 
 

＊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。 

＜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  広報 高谷／井澤 
TEL: (03)6746-3111 E-Mail： press@cybird.co.jp 

http://www.cybird.co.jp/
mailto:press@cybird.co.jp

