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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：堀主知ロバート）は、累計会員

数 1,000 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 6 タイトルに登場する 30 名のイケメンキャラクターの

中から人気 No.1 を決定する「イケメン総選挙 2014～彼が

わたしの No.1♡～」の投票を 2014 年 12 月 4 日(木)より

開始します。 

 

本企画では、「イケメンシリーズ」の総勢 30 キャラの中から

お客様の投票により順位を決め、見事 1 位に輝いた彼につ

いては彼のテーマカラーを使用したエンゲージリング、2 位、3

位についてはブレスレットを予約販売にて展開。更に特別シ

ナリオや本企画限定の豪華アバターアイテムをプレゼントしま

す。 

 

 

■「イケメン総選挙 2014～彼がわたしのNo.1♡～」概要 

・実施期間：2014 年 12 月 4 日(木)～2014 年 12 月 17 日(水) 

 

・対象タイトル：『イケメン王宮◆真夜中のシンデレラ』、『新章イケメン大奥◆禁じられた恋』 

『イケメン夜曲◆ロミオと秘密のジュリエット』、『イケメン幕末◆運命の恋』 

『100 日間のプリンセス◆もうひとつのイケメン王宮』 

『スイートルームの眠り姫◆セレブ的 贅沢恋愛』の計 6 タイトル 

 

 

 

 

 

・対象キャラクター：計３０名(各タイトル５名)のイケメンキャラクター 

・投票方法：各タイトルをプレイいただくことで、投票券が入手できます。 

集めた投票券を使用し、計３０名の中から No.1 だと思う１名に投票いただきます。 

※投票券があれば、何度でも投票できます。 

累計会員数 1,000万人を誇る恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」 

人気 No.1 キャラクターを決定する総選挙を実施 

～総勢 30名のイケメンキャラクターから、No.1♡に輝くのは！？～ 



 

 

・豪華特典内容：①１位～３位に輝いたイケメンキャラクターの特別シナリオの配信 

            ②１位～３位に輝いたイケメンキャラクターのグッズ販売 

             １位    ：エンゲージリング 

             ２位・３位：ブレスレット 

               ③各タイトル毎の豪華アバターアイテム        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・キャンペーンサイト URL：(http://cpn.ikemen.ls.aws.cybird.ne.jp/index.html) 

・公式サイト：イケメンシリーズ公式 Official Site (http://ikemen.cybird.ne.jp/) 

公式 Twitter（https://twitter.com/CYikemen） 

 

■2014 年 12 月 22 日(月) 結果発表イベントを開催！！ 

【結果発表イベント】 

総選挙の結果はイベント会場にて発表します。イベントにはイケメンシリーズ公式 Twitter（CYikemen)

をフォローして頂いているお客様を対象に抽選で 50 名のお客様をご招待します。 

イベントに参加ご希望の方は公式 Twitter「@CYikemen」宛に「総選挙発表イベント参加希望」と記載

したダイレクトメッセージを送付ください。当選のお客様には順次ダイレクトメッセージにて返信します。 

また、会場に来られないお客様のために、当日はニコニコ生放送にてイベントの様子を生中継します。 

※ニコニコ生放送を見ている方限定で、ゲーム内アイテムの配布、キャラクターグッズのプレゼントを予定して

います。 

【イベント詳細】 

日時：12 月 22 日（月） 17 時～18 時 30 分 （開場 16 時） 

会場：Theatre CYBIRD（シアターサイバード） 

 〒150-0033  

東京都渋谷区猿楽町 10-1 マンサード代官山 

https://www.cybird.co.jp/theatre-cy/# 

料金：無料 

http://cpn.ikemen.ls.aws.cybird.ne.jp/index.html
http://ikemen.cybird.ne.jp/
https://twitter.com/CYikemen
https://www.cybird.co.jp/theatre-cy/


 

 

応募期間：11 月 27 日～12 月 4 日 当選発表は 12 月 4 日から順次発表 

ニコニコ生放送 URL：http://live.nicovideo.jp/watch/lv199843006 

               

【注意事項】 

※応募はダイレクトメッセージのみの受付となります。リプライもしくはリツイートは応募対象となりませんので、

ご注意ください。 

※当日の様子はニコニコ生放送で生中継されますので、カメラに撮影される事が可能なお客様のみご応募

ください。 

※複数アカウントでのご応募は無効になります。 

※確実にご参加いただけるお客さまのご応募をお待ちしております。 

 

■1位になったキャラクターには特別特典も！?勝手に開催！裏総選挙！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【勝手に開催?!裏総選挙！】 

総選挙の裏で、６人の彼らが勝手にTwitter上で”裏”総選挙を始めます。彼の意気込みをリツイートして、

彼を応援してください。1 位になったキャラには特別な特典も！？ 

 

【出場キャラクター一覧】 

ロベール＝ブランシェ (イケメン王宮◆真夜中のシンデレラ) 

御門 (新章イケメン大奥◆禁じられた恋) 

ハロルド＝クロムウェル (イケメン夜曲◆ロミオと秘密のジュリエット) 

山崎烝 (イケメン幕末◆運命の恋) 

アルバート＝ブルクハルト (100 日間のプリンセス◆もうひとつのイケメン王宮) 

有馬尚哉 (スイートルームの眠り姫◆セレブ的 贅沢恋愛) 

 

【開催期間】 

投票期間：12 月 4 日（木）～12 月 17 日（水） 

結果発表：12 月 22 日（月） 

 

【ルール】 

公式 Twitter 上で出場キャラクターが「【意気込み】」とつけて何度かつぶやきます。応援したいキャラのつぶ

やきをリツイートしてください。リツイートの合計数が 1 番多かったキャラクターが優勝となります。 

※「【意気込み】」とついていないものは投票対象外となりますので、ご注意ください。 

http://live.nicovideo.jp/watch/lv199843006


 

 

≪参考情報≫ 

■『イケメン王宮◆真夜中のシンデレラ』配信概要 

提供       ：株式会社サイバード 

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「イケメン王宮」で検索 

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

コピーライト  ：©2014 CYBIRD 

 

 

■『新章イケメン大奥◆禁じられた恋』配信概要 

提供       ：株式会社サイバード 

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「新章イケメン大奥」で検索  

Ameba  http://o2s.amb.cybird.ne.jp/contents/top   

コピーライト  ：©2014 CYBIRD 

 

 

■イケメン夜曲◆ロミオと秘密のジュリエット 

提供       ：株式会社サイバード 

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「イケメン夜曲」で検索 

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

コピーライト  ：©2014 CYBIRD 

 

 

■イケメン幕末◆運命の恋 

提供       ：株式会社サイバード 

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「イケメン王宮」で検索 

Ameba  http://amb.bks.aws.cybird.ne.jp/contents/top 

コピーライト  ：©2014 CYBIRD 

 

 

 

 

 



 

 

■100日間のプリンセス◆もうひとつのイケメン王宮 

提供       ：株式会社サイバード 

信開始日 ：平成 24 年 9 月 26 日より順次 

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「100 日間のプリンセス」で検索 

Google Play「100 日間のプリンセス」で検索 

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

コピーライト  ：©2014 CYBIRD 

 

 

■スイートルームの眠り姫◆セレブ的 贅沢恋愛 

提供       ：株式会社サイバード 

配信開始日 ：平成 26 年 8 月 7 日より順次 

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「スイートルームの眠り姫」で検索 

Google Play「スイートルームの眠り姫」で検索 

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

コピーライト  ：©2014 CYBIRD 

 

■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 堀 主知ロバート  

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、 

モバイルマーケティング、モバイル広告／モバイルプロモーション、 

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 河西 ／ 高谷 

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

 

mailto:press@cybird.co.jp

