
 

 

2016年 8 月 29日 

報道関係者各位 

株式会社サイバード 

 

  

  

 

 

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 1,500万人を誇る大人気恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」の『イケメン戦国◆時をかける恋』と『イケメ

ン王宮◆真夜中のシンデレラ』は、人気アニメとのコラボカフェ「プリンセスカフェ」とのコラボレーションを

2016年9月3 日より実施します。東京・池袋店舗でのコラボレーションを皮切りに、大阪、福岡、名古

屋、札幌といった、全国の大都市においても順次展開していきます。全国地域での飲食店でのコラボーレ

ーションは、「イケメンシリーズ」初の試みとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■『イケメン戦国◆時をかける恋』と『イケメン王宮◆真夜中のシンデレラ』の 2タイトルが、 

「プリンセスカフェ」とのコラボカフェを全国で展開！ 

【コラボカフェ概要】 

今回のコラボカフェでは、カステラやマカロンといった、ゲーム内に登場するアイテムを実際に具現化したオリ

ジナルスイーツや、キャラクターをイメージしたコラボメニューを用意しており、各店舗でフードとドリンクをお楽

しみいただけます。そのほか、缶バッチやアクリルキーホルダーなどのグッズ販売の実施や、タイトル毎のオリジ

ナル企画も店舗やゲーム内で開催します。 

 

【オリジナルコラボレーションメニュー（一例）】  ※写真は開発中のものになります。 

＜イケメン戦国◆時をかける恋＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人気恋愛ゲーム『イケメン戦国◆時をかける恋』と『イケメン王宮◆真夜中のシンデレラ』、 

「プリンセスカフェ」とのコラボカフェを開催 
 

～「イケメンシリーズ」初！東京・大阪・福岡・名古屋・札幌の全国の大都市に登場～ 

▲信長の天下統一！和風ハンバーグ 

（税込価格：900円） 

▲顕如の森で見つけた果物ゼリー 

（税込価格：750円） 

▲ひんやりヤンデレ★謙信どりんく 

（税込価格：500円） 

▲恋の忍法★佐助どりんく 

（税込価格：500円） 



 

 

＜イケメン王宮◆真夜中のシンデレラ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、ご来店いただいた方に、特製ポストカードを、フードもしくはドリンクをご注文いただいた方には、オリジ

ナルコースターをランダムでプレゼント！さらに、現在事前登録キャンペーンを実施中の「イケメンシリーズ」

最新作の『イケメン革命◆アリスと恋の魔法』の公式 LINE＠の友だち登録画面を店舗でお見せいただく

と、オリジナルランチョンマットをもれもなく全員にプレゼントします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実施店舗と開催日程】 

 イケメン戦国◆時をかける恋 イケメン王宮◆真夜中のシンデレラ 

① ・プリンセスカフェ池袋 1号館 

9月 3日（土）～10月 4日（火） 

・プリンセスカフェ下北沢店 

9月 10日（土）～10月 18日（火） 

② ・プリンセスカフェ札幌 2号館 

9月 10日（土）～10月 5日（水） 

・プリンセスカフェ名古屋駅前 1号館 

9月 10日（土）～10月 5日（水） 

③ ・プリンセスカフェ名古屋駅前 2号館 

9月 10日（土）～10月 5日（水） 

・プリンセスカフェ札幌 1号館 

9月 10日（土）～10月 5日（水） 

④ ・プリンセスカフェ大阪 2号館 

10月 8日（土）～11月 15日（火） 

・プリンセスカフェ大阪 1号館 

10月 8日（土）～11月 15日（火） 

⑤ ・プリンセスカフェ福岡 2号館 

10月 29日（土）～11月 30日（水） 

・プリンセスカフェ福岡１号館 

10月 29日（土）～11月 30日（水） 

▲アランの大好物 ふわふわ卵のオムライス 

（税込価格：850円） 

▲レオの大好物 生クリームたっぷり いちごのケーキ 

（税込価格：700円） 

▲ユーリの小悪魔スウィートドリンク 

（税込価格：500円） 

▲ルイのスカイブルードリンク 

（税込価格：500円） 

▲オリジナルランチョンマット（サンプル） 



 

 

【『イケメン戦国◆時をかける恋』のコラボカフェの詳細について】 

①特製ポストカードのプレゼント  

※店舗によって、違う絵柄となります。（全 5種類） 

※『イケメン王宮◆真夜中のシンデレラ』の店舗で配布するポストカードと同じものになります。 

②コラボレーションメニューの提供（フード全 4種類、ドリンク全 11種類） 

※一部のフードメニューは、店舗毎に異なります。 

フードメニューの種類は、全 5店舗合わせて、10種類をご用意しています。 

③コラボレーションメニューを注文いただいた方に、オリジナルコースター（全 12種類）をランダムでプレゼ   

ント 

④11 キャラクターの缶バッチ、アクリルキーホルダー、マイクロファイバーのグッズ販売 

※マイクロファイバーは、9月下旬から販売開始予定です。 

⑤「プリンセスカフェコラボ裏総選挙◆カフェ服選手権」 の開催  

“メイド服”が似合いそうな武将を選ぶ投票企画「メイド服選手権」を、開催します。投票で見事一位    

に輝いたキャラクターは、メイド服ミニキャラアバターとしてゲーム内でプレゼントされます。 

※東京、札幌、名古屋の 3店舗限定の企画です。  

  ※投票の結果は、10月 21日放送予定の「イケメン戦国生ラジオ」で発表します。 

⑥「アプリ内イベントを進めてカフェにいこう！」企画の開催 

  アプリ内イベントマイページ（10月と 11月に開催するシナリオイベント、10月と 11月に開催する本

編応援キャンペーン）を会計時スタッフへ見せるとコラボメニュー(フード、ドリンク問わず)の中からお一

人様一点のみ 50%OFF となります。 

  ※大阪、福岡、東京追加開催予定地での 3店舗限定 

⑦『イケメン革命◆アリスと恋の魔法』のオリジナルグッズのプレゼント 

  本アプリの事前登録キャンペーン期間中に、公式 LINE＠の友だち登録画面を店舗でお見せいただく

と、オリジナルランチョンマットをもれもなく全員にプレゼント。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲販売グッズサンプル アクリルキーホルダー 



 

 

【『イケメン王宮◆真夜中のシンデレラ』のコラボカフェの詳細について】 

①特製ポストカードのプレゼント  

※店舗によって、違う絵柄となります。（全 5種類） 

※『イケメン戦国◆時をかける恋』の店舗で配布するポストカードと同じものになります。 

②コラボレーションメニューの提供（各店舗：フード全 4種類、ドリンク全 9種類） 

※一部のフードメニューは、店舗毎に異なります。 

フードメニューの種類は、全 5店舗合わせて、10種類をご用意しています。 

③コラボレーションメニューを注文いただいた方に、オリジナルコースター（全 13種類）をランダムでプレゼ

ント 

④12 キャラクターの缶バッチ、アクリルキーホルダー、ミラーチャームのグッズ販売 

  ※ミラーチャームは、9月下旬から販売開始予定です。 

  ※本アプリに登場する全キャラクターに加え、『100日間のプリンセス◆もうひとつのイケメン王宮』の 3

キャラクターのグッズも販売します。 

⑤クリアカード（全 9種類）を、来場者にランダムで 1枚プレゼント 

⑥「イケメンシリーズ」最新作『イケメン革命◆アリスと恋の魔法』の 

本アプリの事前登録キャンペーン期間中に、公式 LINE＠の友だち登録画面を店舗でお見せいただくと、

オリジナルランチョンマットをもれもなく全員にプレゼント。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆さらに、4周年を記念した、複数都市でのリアルイベントの開催が決定！ 

2016年9月26日（月）に、4周年を迎えることを記念し、「プリンセスカフェ」にてリアルイベントの開催

が決定しました。今回、『イケメン王宮◆真夜中のシンデレラ』初となる、東京、福岡、大阪での複数都

市での開催となります。 

 

 ＜開催日時と店舗＞  

 下北沢店（各公演 25名/計 150名）：9月 24日（土）、9月 25日（日）  

 大阪店（各公演 25名/計 75名） ：10月 8日（土）  

 福岡店（各公演 25名/計 75名） ：10月 29日（土）  

※第 1回 10：00～12：15、第 2回 13：00～15：15、第 3回 16：00～18：15 

※イベントへの参加は、有料チケットが必要となります。 

イベントの詳細とチケット販売に関しては、後日アプリ内でお知らせします。 

 
 

▲販売グッズサンプル アクリルキーホルダー 



 

 
【イケメン戦国◆時をかける恋とは】 
“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、「イケメンシリーズ」初の豪華声優陣 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、これまで以上に、ゲームの世界観に深みを与えています。収
録ボイス数は、1,000種類以上が登場します。 
 

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/ 

コ ピ ー ラ イ ト  ©2015 CYBIRD 

 

【イケメン王宮◆真夜中のシンデレラとは】 

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」人気NO.1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 

 

プリンセスカフェ公式サイト：http://pripricafe.com/first.html 

 

 

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


 

 

■サイバードについて 

会   社   名：株式会社サイバード  

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 

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 
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