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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）の累計会員数 1,700

万人を誇る大人気恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」の人気タイトル『イケメン革命◆アリスと恋の魔法』は、『イ

ケメン戦国◆時をかける恋』と『イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑』の 2 タイトルとのコラボレーション

キャンペーンを、2018年 3月 5日（月）より同時開催します。 

 

◆『イケメン革命◆アリスと恋の魔法』×『イケメン戦国◆時をかける恋』コラボ概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年 9月に実施したイケレボ総選挙「クレイドル Award」（※1）にて、フェンリル＝ゴッドスピードが掲げ

た公約の実現として、「戦国時代で武者修行～政宗 VS フェンリル～」のオリジナルストーリーを、『イケメン

革命◆アリスと恋の魔法』と『イケメン戦国◆時をかける恋』のアプリ内で、本日 2018年 3月 5日（月）

よりプレゼントします。 

『イケメン革命◆アリスと恋の魔法』では、「修行編（前編）」のストーリーを、『イケメン戦国◆時をかける

恋』では、「実戦編（後編）」のストーリーをお楽しみいただけます。 

 

＜あらすじ＞ 

『強い奴と戦いたい』――フェンリルの願いが届いたかのように、戦国時代へきてしまったフェンリルとレイ。偶

然出逢った伊達政宗と猿飛佐助と、武者修行をすることに。戦闘狂のフェンリルと破天荒で好戦的な政宗

の闘志は頂点に達し、今、熱き戦いが始まろうとしていた――！ 

 

キャンペーン期間：2018年 3月 5日（月）16:00～3月 31日（土）16:00 

 

（※1） 

 

「イケメンシリーズ」の人気タイトル『イケメン革命◆アリスと恋の魔法』、 
『イケメン戦国◆時をかける恋』・『イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑』とのコラボを 

3月 5日（月）より同時開催！ 
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イケレボ総選挙「クレイドル Award」とは、『イケメン革命◆アリスと恋の魔法』の舞台となる不思議の国「クレイドル」で、「カリ

スマ部門」・「知性派部門」・「戦闘力部門」の 3部門で、1番輝いていた彼を表彰する企画です。 

フェンリル＝ゴッドスピードは、「戦闘力部門」にて 1位に輝きました。 

 

 

◆『イケメン革命◆アリスと恋の魔法』×『イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑』コラボ概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑』と『イケメン革命◆アリスと恋の魔法』の 2 タイトルをプレイし、

設定された条件をクリアすると、豪華特典がもらえるキャンペーンを開催します。 

また、同時にリツイート数に応じて、ゲーム内通貨をプレゼントするリツイートキャンペーンも実施します。 

キャンペーン期間：3月 5日（月）16:00～3月 19日（月）23:59 

 

条件 プレゼント内容 

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 

各タイトルで物語券(ストーリーチケット)×5 

 

※キャンペーン期間中に、両タイトルに、1度でもログインしていない場合は対

象外となりますのでご注意ください。 

両タイトルそれぞれで 

7日間ずつログイン 

限定の「ルカとフィンセントのコラボ彼ぐるみ」を 

2 タイトルでプレゼント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※片方のタイトルのみで 7日間ログインされていても、特典の対象外となります

のでご注意ください。 
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本編ストーリーの読み進めた 

チケット（シーン）数に応じて 

10枚：衣装保存 1着分  

20枚：本編パラメーターアップ(+500)  

30枚：体力回復(+100) 

 

※本編のストーリーのみ対象となります。 

※読了の条件を達成したタイトルにのみ、特典が付与されます。 

※1 チケット＝ストーリーチケット 1枚分相当です。 

 

●リツイート数に応じて、ゲーム内通貨をプレゼント！公式 Twitterキャンペーンを開催！ 

『イケメン革命◆アリスと恋の魔法』と『イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑』の公式 Twitterをフォロ

ーし、指定の画像をリツイートしていただくと、リツイート数に応じて、ゲーム内通貨をそれぞれ 2 タイトルでプ

レゼントします。1リツイートに付き、1フロン（『イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑』のゲーム内通貨）

＆1 リン（『イケメン革命◆アリスと恋の魔法』のゲーム内通貨）がプレゼントとなります。 

キャンペーン期間：3月 5日（月）16:00～3月 12日（月）23:59 

 

※Twitter キャンペーン特典は、3月 14（水）16:00～3月 21日(水)16:00 までにログインした方が対象となり、期間

中、マイページにログインした時点でプレゼント BOX に贈られます。 

※リツイート数が端数になった場合は、下二桁を切り上げた額のゲーム内通貨をお贈りします。 

 

 

 

 

■『イケメン革命◆アリスと恋の魔法』概要 

「イケメンシリーズ」の人気作で、「不思議の国のアリス」の世界観に、敵対する“赤の軍”と“黒の軍”のドラマ

ティックな抗争を盛り込んだ、シリーズ初の本格ファンタジーです。下野紘、諏訪部順一、花江夏樹、柿原

徹也、岡本信彦などの豪華声優陣が、壮大で奥深いストーリーに登場する 14名の魅力的なキャラクター

のボイスを担当し、サービス開始より 50万ダウンロードを突破しました。 

また、ストーリー演出やマイページ、アバターなどおなじみのゲーム機能が様々な進化を遂げています。 

 

名称 イケメン革命◆アリスと恋の魔法 

提供 株式会社サイバード 

配信開始日 2016年 10月 20日（木） 

情報料 基本プレイ無料、アイテム課金制 

アクセス方法 ・App Store ／Google Play「イケメン革命」で検索 

・App Store 

https://itunes.apple.com/us/app/ikemen-ge-ming-arisuto-lia

nno/id1087276648?l=ja&ls=1&mt=8 

・Google Play 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cybird.a

ppli.android.als 

公式サイト https://www.ikemen-revolution.jp 

公式Ｔｗｉｔｔｅｒ https://twitter.com/ikemen_revo 
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公式 LINE@ LINE友だち検索で「@ikemen_revo」を検索 

1周年特設サイト http://ikemen.cybird.ne.jp/of/title/kakumei/original/1st/inde

x.html 

コピーライト ©CYBIRD 

■【『イケメン戦国◆時をかける恋』概要】 

“戦国時代”へタイムスリップして、織田信長、伊達政宗、真田幸村など 11 人の戦国武将との恋をお楽

しみいただけます。本作は、豪華声優陣 11 名によるキャラクターボイスが、ログイン時やミニゲームなどあら

ゆる機能に実装され、ゲームの世界観に深みを与えています。ボイスは、1,500 種類以上を収録してい

ます。 

 

【キャラクターおよび、キャラクターボイス担当声優】 
・織田信長 CV : 杉田智和 ・伊達政宗 CV : 加藤和樹 
・真田幸村 CV : 小野賢章 ・豊臣秀吉 CV : 鳥海浩輔 
・徳川家康 CV : 増田俊樹 ・明智光秀 CV : 武内駿輔 
・石田三成 CV : 山谷祥生 ・武田信玄 CV : 梅原裕一郎 
・上杉謙信 CV : 三浦祥朗 ・猿飛佐助 CV : 赤羽根健治 ・顕如 CV : 新垣樽助 

名 称 イケメン戦国◆時をかける恋 

情 報 提 供  株式会社サイバード 

配信開始日  2015年 6月 22日 

情 報 料  基本プレイ無料、アイテム課金制 

アクセス方 法 ◆App Store/Google Play ストアにて「イケメン戦国」で検索 

◆Ameba  http://amb.ikemen-sengoku.jp/ 

公 式 サ イ ト http://ikemen.cybird.ne.jp/of/title/sengoku/original/ 

公式 Twitter https://twitter.com/Cyikemensengoku 

公式 LINE@   LINE友だち検索で「@ikemensengoku」を検索 

コ ピ ー ラ イ ト  CYBIRD 

 

■『イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑』概要 

本アプリは、ヴァンパイアとして生まれ変わった、ナポレオン、モーツァルト、レオナルド・ダ・ヴィンチなど、歴史

に名を残す偉人たち総勢 12名が運命の恋の相手となり、「イケメンシリーズ」史上最も激しく甘いラブスト

ーリーを描いています。キャラクターボイスは、島崎信長氏・豊永利行氏・木村良平氏などの豪華声優陣

のほか、2.5次元舞台で活躍する俳優・荒牧慶彦氏や染谷俊之氏などが担当します。 

名称 イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑 

情報提供 株式会社サイバード 

配信開始日 2017年 7月 31日 

アクセス方法 App Store／Google Play で「イケメンヴァンパイア」で検索 

価格 基本プレイ無料、アイテム課金制 

公式サイト http://ikemen.cybird.ne.jp/of/title/vampire/original/index.html 

公式Ｔｗｉｔｔｅｒ https://twitter.com/IkemenVampire 

公式 LINE LINE友だち検索で「イケメンヴァンパイア」を検索 

コピーライト ©CYBIRD 

http://ikemen.cybird.ne.jp/of/title/kakumei/original/1st/index.html
http://ikemen.cybird.ne.jp/of/title/kakumei/original/1st/index.html
http://amb.ikemen-sengoku.jp/
https://twitter.com/IkemenVampire
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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 

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  マーケティング統括部 高谷 
TEL: (03)6746-3111 E-Mail： press@cybird.co.jp 

 

mailto:press@cybird.co.jp

