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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）が運営する、累計

会員数 1,700 万人を誇る女性向け恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」と株式会社ケイ・ウノ（本社：愛

知県名古屋市、代表取締役：久野雅彦)）が運営する、大人のための本格的なキャラクタージュエリ

ー・グッズなどを扱うブランド「U-TREASURE」（ユートレジャー）は、『イケメン王宮◆真夜中のシンデレ

ラ』5周年記念ネックレスと、『100日間のプリンセス◆もうひとつのイケメン王宮』 の人気キャラクター・ルイ

のリングの計 2 種類を製作し、10 月 10 日（火）から U-TREASURE オンラインショップ

（http://u-treasure.jp/）にて発売します。 

 発売に先駆け、9月 30日（土）11時から U-TREASURE POP UP SHOP（新宿）にて「先

行予約イベント」を開催します。新作の先行予約会に加えてトレーディング缶バッジの先行販売、等身大

パネルの展示を行います。 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

『イケメン王宮』 5周年記念 

王子様をイメージした宝石が選べるネックレス＆ 
ルイのリング（指輪）を 9月 30日（土）新発売 

～『イケメン王宮』5周年記念・販売イベントを U-TREASURE POP UP SHOP（新宿）にて開催～ 

 

『イケメン王宮◆真夜中のシンデレラ』 5周年記念ネックレス 

物語を象徴する時計と、10人の王子様をイメージした 10枚の花びらを

モチーフとしたネックレス。魅力あふれる王子様と素敵な時間を過ごせます

ように…。王子様をイメージしたカラーストーン 10種類から中心に配置す

るストーンを選ぶことができます。 

[アラン（ガーネット）/ルイ（ブルートパーズ）/ジル（アメシスト）/レオ

（イエローサファイア）/ゼノ（タンザナイト）/ユーリ（ピンクトルマリン）/

シド（ブルーサファイア）/アルバート（ブラウンダイヤ）/ロベール（ペリド

ット）/レイヴィス（ブラックダイヤ）] 

販売価格：未定 

購入特典：「キャラクターメッセージカード」を１枚プレゼント。※お好きな

王子様が選べます。数に限りがございます。無くなり次第終了します。 

※9月 30日（土）「先行予約イベント」限定購入特典あり（詳細後

日発表）通常の購入特典に加え、先行予約限定の購入特典をプレゼ

ント 

『100日間のプリンセス◆もうひとつのイケメン王宮』 ルイのリング  

物語でルイからプレゼントされるリングを再現した、繊細なデザインのリング。 

彼だけのプリンセスに…。 

販売価格：未定（数量限定） 

購入特典：後日詳細発表 

※9月30日（土）「先行予約イベント」限定購入特典あり（詳細後日

発表）通常の購入特典に加え、先行予約限定の購入特典をプレゼント 



 

 

■販売イベント概要 

日時：9月 30日（土）11：00～19：00 ※当日 10時より整理券（入場抽選券）をお配りし

ます。 

場所：U-TREASURE POP UP SHOP（新宿） 
 

内容 

・『イケメン王宮◆真夜中のシンデレラ』 5周年記念ネックレス 先行予約 

・『100日間のプリンセス◆もうひとつのイケメン王宮』 ルイのリング 先行予約 

・王宮シリーズキャラクターの等身大パネル展示 

・新作トレーディング缶バッジ（イケメン王宮◆真夜中のシンデレラ トレーディングスチルハート缶バッジ）

の先行販売 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
販売元：株式会社サイバート 全 10種 価格 500円（税込）※絵柄はお選びいただけません。 

 

※イベントは店舗（2階）ではなく、同ビルの「地下１階（ケイウノ新宿西口オーダーメイドサロン

B1F）」にて行います。  

アクセス：京王線、都営新宿線「新宿駅」シーズンロード S-1出口よりすぐ、JR「新宿駅」南口より徒歩

5分、小田急線「新宿駅」地上口より徒歩 6分  

http://www.k-uno.co.jp/shop/utreasure_sjkwst 

TEL：03-3340-0811 

 

【イベントの注意事項】 

・当日10時より整理券（入場抽選券）をお配りします。近隣のご迷惑になりますので、10時より前にお並びいただくことや、店舗周辺に

お集まりいただくことはご遠慮願います。 

・ご購入後の交換及び返品は、商品不良の場合を除き、すべてお断りしております。予めご了承ください。 

・購入商品と会計内容は必ずその場でご確認をお願いします。イベント会場を退出されたあとの不備は対応いたしかねます。ご了承くださ

い。 

・転売目的での購入はご遠慮ください。 

・店舗の周りでは終日お静かにお願いいたします。場合によってはやむをえず物販を中止させていただく場合もございますので皆様のご協力

をお願いいたします。 

・列への割り込みは禁止です。同行者が先に並んでいても、必ず最後尾へお並びいただきますようお願いいたします。 

・当日は現場のスタッフの指示に従っていただくようお願いいたします。 

・イベント運営の妨げになる行為はご遠慮ください。 

・イベントで発生した事故・盗難等は会場・主催者は一切責任を負いかねます。貴重品の管理は各自でお願いいたします。 

 
 



 

 
 

■2017年 6月『イケメン王宮』シリーズとコラボした香水 2種類 200個は、約一カ月

で完売。 

『100 日間のプリンセス』コラボネックレス＆チャームに続き、ルイのリング＆コラボネックレ

スを発売！ 

これまでも、株式会社サイバードと株式会社ケイ・ウノは、 『イケメン王宮◆真夜中のシンデレラ』と

『100 日間のプリンセス◆もうひとつのイケメン王宮』と「U-TREASURE」（ユートレジャー）がコラボした

香水を、2017 年 6 月 10 日より各 100 個限定で発売し、約 1 カ月で完売しました。そのほか『100

日間のプリンセス◆もうひとつのイケメン王宮』コラボネックレス＆チャームを発売しており、ご好評いただいた

め、この度、『100 日間のプリンセス◆もうひとつのイケメン王宮』のルイのリング、『イケメン王宮◆真夜中

のシンデレラ』とのコラボとしては初のネックレスを発売します。 

 

◆『イケメン王宮◆真夜中のシンデレラ』概要 

2012 年 9 月 26 日（水）よりサービスを開始し、iPhone / Android の両

OS で、10 ヶ月連続でトップセールスランキング 50位以内を記録するなど、「イケ

メンシリーズ」大人気の恋愛ゲームです。ゲーム内に登場するイケメンキャラクター、

そして思わず先を読みたくなるシナリオがとても高い評価をユーザー様からいただい

ております。 

≪物語≫ 

お城を訪れた庶民であるはずのアナタ…しかし、なぜか王国の『プリンセス』に指名

されてしまい…!? 

「プリンセス」の役目は、「この国の王子様を見つける」こと 

「一生、側でお前を守るから」 王室直属の騎士団長との秘密の誓い… 

「そんな目で見たらお城に帰れなくなるよ、プリンセス」 国王候補の公爵との真夜中の密会プリンセスであ

るアナタが選ぶ、たったひとりの王子様は…？ 

名称 イケメン王宮◆真夜中のシンデレラ 

情報提供 株式会社サイバード 

配信開始日 2012年 9月 26日より順次 

アクセス方法 

・App Store「イケメン王宮」で検索 

・Google Play「イケメン王宮」で検索 

・dゲーム http://oqs.dmkt-sp.jp/ 

・Ameba http://oqs.amb.cybird.ne.jp/contents/top 

・GREE http://jp.apps.gree.net/ja/57788 

・Mobage：http://sp.pf.mbga.jp/12012912 

情報料 基本プレイ無料、アイテム課金制 

コピーライト ©2012CYBIRD 

 

◆『100日間のプリンセス◆もうひとつのイケメン王宮』概要 

｢イケメンシリーズ｣の中でも、会員数 300 万人超の人気タイトル『イケメン王

宮◆真夜中のシンデラ』のキャラクターや世界観・舞台設定はそのままに、スト

ーリーを現代に移した恋愛ゲームです。 

主人公の OL が旅行中の思いがけないアクシデントから辿り着いた国ウィスタリ

アで、期間限定のプリンセスに選ばれ、そこで出会うさまざまなイケメンたちと恋

に落ちていきます。 

 

http://oqs.dmkt-sp.jp/
http://oqs.amb.cybird.ne.jp/contents/top
http://jp.apps.gree.net/ja/57788
http://sp.pf.mbga.jp/12012912


 

 

 

名称 100日間のプリンセス◆もうひとつのイケメン王宮 

情報提供 株式会社サイバード 

配信開始日 2014年 4月 30日 

アクセス方法 ・App Store／Google Play／GREE にて 

「100日間のプリンセス」で検索 

・Ameba：http://amb.q2s.idc.cybird.ne.jp/contents/top 

・d ゲーム：http://q2s.dmkt-sp.jp/ 

情報料 基本プレイ無料、アイテム課金制 

コピーライト ©2014 CYBIRD 

公式 Twitter @ikemenOQ 

 

■株式会社サイバード http://www.cybird.co.jp  

・本社所在地 ：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 
・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 

 

■株式会社ケイ・ウノ http://www.k-uno.co.jp/  

「お客さまに特別な感動と喜びを贈り続ける」というコンセプトのもと、デザイン・製作・販売の一貫体制

をとり、宝飾品のオーダーメイド専門店として国内で唯一全国展開するブランドです。50 人以上の自社

デザイナーにより年間 40,000 種類のデザインを生み出し、180 人以上の職人の高い技術力により

2015年 12月には、日本初、ダイヤモンドカットの技術で特許を取得しています。 

更なるお客さまの満足を目指し、ジュエリーだけでなく時計・革製品・衣類など、取扱商品の幅を広げ

ています。オーダーメイドで多くのモノが手に入る「オーダーメイド百貨店」を目指し、「オーダーメイドの新し

い文化を作る」ことを目標としています。 

 
・会社名  ：株式会社ケイ・ウノ 
・本社所在地 ：愛知県名古屋市千種区猫洞通 3-9   

TEL：052-763-6159 FAX：052-763-6169 
・オフィス        ：東京都目黒区自由が丘 2-15-22   

TEL：03-5731-7847   FAX：03-5731-7852 
・代表取締役 ：久野 雅彦 
・資本金  ：1億 1240万円 
・設立日  ：1991年 3月 29日(創業 1981年)  
・従業員  ：561名（2017年 4月現在） 
・事業内容  ：オーダーメイドジュエリーの製造販売・リフォーム・修理、時計・革小物・スーツ・

シャツ・ 靴などの 
オーダーメイド、全国 38店舗展開 

 

 

 

 

＊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 マーケティング統括部 高谷 

TEL: (03)6746-3111 E-Mail： press@cybird.co.jp 
 

 

https://twitter.com/ikemenOQ
mailto:press@cybird.co.jp

