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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

1,500 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『イケメン幕

末◆運命の恋』は、株式会社ダイヤモンドダイニング（本社：東京都港区、代表取締役社長 松村厚

久）が展開する戦国時代をテーマとした個室居酒屋「乱世の個室 戦国武勇伝」と京の町家をモチーフ

にした和食居酒屋「京町恋しぐれ 本館」とのコラボレーションを、2017 年６月 1 日（木）から 2017

年 7月 31日（月）までの期間限定で開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

『イケメン戦国◆時をかける恋』と「乱世の個室 戦国武勇伝」のコラボレーションは、去年に続き第二

回目の実施となり、『イケメン幕末◆運命の恋』では、飲食店とのコラボレーションは今回が初となります。

また、『イケメン戦国◆時をかける恋』では、本日 5 月 26 日（金）を皮切りに、「イケメン戦国◆時をか

ける恋 スペシャル 7days」として、怒涛の 7 日間連続で、平日毎日コラボレーションやキャンペーン情報

などをお届けします。 

 イケメン戦国◆時をかける恋 イケメン幕末◆運命の恋 

期 間 2017年６月 1日（木）～ 

2017年 7月 31日（月） 

2017年６月 1日（木）～ 

2017年 7月 31日（月） 

店 舗 乱世の個室 戦国武勇伝 

（東京都新宿区歌舞伎町 1-6-2 

 T-wing ビル 4F） 

http://www.diamond-dining.jp/shop_

info/sengoku-buyuden/ 

京町恋しぐれ 本館 

（東京都新宿区新宿 3-27-10  

武蔵野会館 6F） 

http://kyomachikoisigure.jp/shinjyuku 

内 容 ①コラボレーションメニューが登場！ 

(ドリンク 11種、フード 11種) 

②限定グッズをプレゼント！ 

③先行缶バッジガチャポンが登場！ 

④等身大パネルやポスターを展示！ 

⑤『イケメン幕末◆運命の恋』との 

コラボ企画を実施！ 

①コラボレーションメニューが登場！ 

(ドリンク 17種、フード 1 0種) 

②限定グッズをプレゼント！ 

③先行缶バッジガチャポンが登場！ 

④等身大パネルやポスターを展示！ 

⑤『イケメン戦国◆時をかける恋』との 

コラボ企画を実施！ 

  
『イケメン戦国◆時をかける恋』、『イケメン幕末◆運命の恋』 

和食居酒屋「戦国武勇伝」、「京町恋しぐれ」とのコラボを 6月より実施 
 

～オリジナルコースターがもらえるコラボメニューを販売、限定缶バッジガチャも登場～ 

http://www.diamond-dining.jp/shop_info/sengoku-buyuden/
http://www.diamond-dining.jp/shop_info/sengoku-buyuden/
http://kyomachikoisigure.jp/shinjyuku


 

 

■『イケメン戦国時をかける恋』×「戦国武勇伝」コラボについて 

①キャラクターをモチーフとしたコラボレーションメニューが登場！ 

織田信長、伊達政宗、豊臣秀吉など、『イケメン戦国◆時をかける恋』の 11キャラクターをモチーフとした

オリジナルコラボメニューが期間限定で登場します。ノンアルコールドリンク 11種類（アルコールへの変更も

可）、フードメニュー11種類の全 22種類のメニューをお楽しみいただけます。 

また、期間によってお楽しみいただけるコラボメニューが変わり、第一弾として、信長軍 6名のコラボメニュー

を、6月１日から 6月 25日までご提供します。続いて、第二弾となる 6月 26日から 7月 23日の期

間では、信玄・謙信軍など 5名のコラボメニューが登場し、7月 24日から最終日となる 7月 31日まで

は、全メニューをご提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●第一弾コラボメニュー  登場期間：6月 1日～6月 25日  

※7月 24日～7月 31日の期間は、全メニューが登場します。 

キャラクター フードメニュー 価格 

織田信長 本能寺再炎！今ひとたび巡り会う～黄金豚と鶏もも肉の弐色しゃぶしゃぶ～ 1,980円 

伊達政宗 独眼竜の目利き ～きびなごのお造り～ 890円 

徳川家康 冷たい態度は君を守るため～わさびアイスときなこ餅の黒蜜かけ～ 880円 

豊臣秀吉 
最強の世話焼き×サーモンの西京味噌焼き  

～ひき割り粥の人たらしソースを添えて～ 

1,080円 

明智光秀 甘い嘘に心を盗まれて～白はまぐりの酒盗 黄金焼き～ 960円 

石田三成 苦手克服！ 天使の憂鬱～季節野菜のばーにゃかうだー～ 1,380円 

キャラクター ドリンクメニュー 価格 

織田信長 唯我独尊◆振るう力は誰の為？ 880円 

伊達政宗 独眼竜◆時と静寂を破って 830円 

徳川家康 不撓不屈◆偏曲と恋心の狭間で 850円 

豊臣秀吉 殺身成仁◆主君に捧げるは諸刃の剣 750円 

明智光秀 暗中飛躍◆暴けぬ秘め事は煙のごとく 850円 

石田三成 機略縦横◆どこまでも冴えわたる心 780円 

 

▲第一弾 コラボフード （イメージ） ▲第二弾 コラボフード （イメージ） 



 

 

●第二弾コラボフード  登場期間：6月 26日～7月 23日 

※7月 24日～7月 31日の期間は、全メニューが登場します。 

キャラクター フードメニュー 価格 

真田幸村 赤備え出陣！～胡麻豆腐の鼈甲餡掛け 蒸し雲丹いくらのせ～ 780円 

武田信玄 武田流 大人の贅沢～鯛出汁海鮮しゃぶしゃぶ～ 2,480円 

上杉謙信 愛の煉獄に囚われて～鱧と梅紫蘇の鳴門天婦羅～ 960円 

猿飛佐助 隠密の指南術～抹茶フルーツあんみつ～ 880円 

顕如 あなたを癒したい～生麩の三色田楽～ 870円 

キャラクター ドリンクメニュー 価格 

真田幸村 一騎当千◆炎を宿す眼差し 780円 

武田信玄 甲斐の虎◆この灯（ともしび）が消えゆく前に 750円 

上杉謙信 軍神◆冷たい龍に囚われ 920円 

猿飛佐助 疾風迅雷◆想いは時を越えて 830円 

顕如 不倶戴天◆奈落にて温もりを抱く 880円 

 

②オリジナルコースターなど限定グッズをプレゼント！ 

コラボメニューを 1品注文するごとに、オリジナルコースター（全 11種類）をもれなくランダムで 1枚プレゼ

ントします。信長軍のメニュー期間は信長軍のコースター（6種）、信玄・謙信軍のメニュー期間は信

玄・謙信軍のコースター（5種）を配布します。また、セットメニューをご予約いただいたお客様には、ウェ

ルカムメッセージカード（6月 1日～6月 25日：信長軍、6月 26日～7月 23日：信玄・謙信軍、

7月 24日～7月 31日：信長軍、信玄・謙信軍のどちらか）をプレゼントします。 

そのほか、公式ツイッター(＠Cyikemensengoku)をフォローしてコラボメニューを撮影し、「#イケメン戦

国武勇伝」のハッシュタグと共にツイートした画面をご提示いただくと、限定ステッカーを 1枚（全 1種）プ

レゼントします。 

 

 

 

 

③店頭に先行缶バッジガチャポンが登場！ 

店舗でご飲食（ドリンク・フード各 1品＋チャージ料）いただくと、店頭に設置されている缶バッジガチャポ

ン（1回400円）をご利用いただけます。全11名のキャラクターが登場する、先行販売の缶バッジが当

たります。※1回のご来店あたりお一人様10回までとさせていただきます。先行販売商品の次回発売時期は未定です。 

 

 

 

 

 

 
▲限定缶バッジ（全 11種類） 

▲オリジナルコースター サンプル イメージ 



 

 

④等身大パネルなどを展示！ 

店内に、『イケメン戦国◆時をかける恋』の人気キャラクターの等身大パネルやポスターを展示します。 

 

⑤『イケメン幕末◆運命の恋』とのコラボ企画を実施 

・ゲーム内でミニキャラをプレゼント 

期間中に『イケメン戦国◆時をかける恋』と『イケメン幕末◆運命の恋』の両タイトルにて、チュートリアルを

突破しているお客様に、両タイトルで「政宗&土方の乾杯ミニキャラ」をプレゼントします。 

期間：2017年 6月 1日（木）～2017年 6月 30日（金） 

 

・クリアファイルをプレゼント 

「乱世の個室 戦国武勇伝」と「京町恋しぐれ 本館」の

両店舗にて、ご飲食（ドリンク・フード各 1品＋チャージ

料）いただくと、『イケメン戦国◆時をかける恋』と『イケメ

ン幕末◆運命の恋』がコラボした A4 サイズのオリジナルク

リアファイル（2作品共通で全1種）をプレゼントします。 

期間：2017年 6月 1日（木）～ 

2017年 7月 31日（月） 

 

■『イケメン幕末◆運命の恋』×「京町恋しぐれ 本館」コラボについて 

①キャラクターをモチーフとしたコラボレーションメニューが登場！ 

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、『イケメン幕末◆運命の恋』のキャラクターや 4 つの勢力をモチーフとしたオリジナルコラボメニューが期間

限定で登場します。ドリンク 17種類、フードメニュー10種類の全 27種類のメニューをお楽しみいただけ

ます。 

また、期間によってお楽しみいただけるコラボメニューが変わり、第一弾として、新撰組・徳川慶喜の勢力 9

名のコラボメニューを、6月１日から 6月 30日までご提供します。続いて、第二弾となる 7月 1日から

7月 31日の期間では、維新志士・新松下村塾の勢力 8名のコラボメニューが登場します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲第一弾 コラボフード （イメージ） ▲第二弾 コラボフード （イメージ） 



 

 

●第一弾コラボメニュー  登場期間：6月 1日～6月 30日  

キャラクター フードメニュー 価格 

近藤勇 新撰組局長 本気でかかってこい！～たまごふわふわ～ 580円 

土方歳三 鬼の副長 ～たくわんと二種の大根サラダ～ 680円 

霧里 美しい人斬り～旬の鰹のたたき～ 1,280円 

篠宮恭 

沖田総司 

徳川慶喜 

天才剣士×純情剣士×将軍候補 

～美明豚と自家製柔らか豆富のカレーしゃぶしゃぶ～ 

1,980円 

山崎烝 

齊藤一 

東雲幸男 

純朴監察×クール隊長×若旦那～三者三様 杏仁豆腐～ 

480円 

キャラクター ドリンクメニュー 価格 

土方歳三 鬼の副長の休息～万太郎といっしょ～ 850円 

沖田総司 小悪魔のささやき～俺にパチパチされるの好きですよね？～ 830円 

齊藤一 無口(クール)な初恋～俺の想いを知って欲しい～ 850円 

山崎烝 屋根の上の監察方～きれいな石見つけた～ 780円 

徳川慶喜 妍姿艶質(けんしえんしつ)～乱され、酔いしれる恋～ 820円 

近藤勇 かかげた信念～情熱的な恋～ 780円 

東雲幸男 若旦那のひみつ♡～油断してると食べちゃうわよ…？～ 720円 

霧里 花魁×人斬り 表裏一体～本当の貴方は～ 780円 

篠宮恭 後輩からの卒業～俺はもう、ただのひよこじゃない～ 820円 

 

●第二弾コラボフード  登場期間：7月 1日～7月 31日 

キャラクター フードメニュー 価格 

坂本龍馬 維新志士 龍馬の卵焼き～お前さあ…卵焼き好きなわけ？～ 780円 

大久保利通 ミステリアスな策士のお茶ポテトサラダ～観察させて…このサラダ～ 680円 

桂小五郎 

高杉晋作 

抹茶アイスと金平糖 黒蜜添え 

～喧嘩するほど仲が良い！？長州の二強～ 

580円 

藤堂平助 

吉田松陰 
革命の時！白身魚の竜田揚げ～新松下村塾、見参～ 

750円 

岡田以蔵 

武市半平太 

美明豚の辛味噌しゃぶしゃぶ おにぎり添え 

～馴れ合うつもりはない…が、楽しいことしようか♪～ 

1,980円 

 

 

 

 

 

 



 

 

キャラクター ドリンクメニュー 価格 

坂本龍馬 俺様志士と運命の恋～おまんのことが、好きやき～ 900円 

大久保利通 甘くてするどい探究心～どんな味がするか教えて～ 720円 

桂小五郎 頼れる兄貴の夜の顔～お嬢さんからはもう…逃げられない～ 780円 

吉田松陰 時を越えた運命～愚種との出逢いに乾杯～ 820円 

岡田以蔵 孤高の番犬～俺は瑞山（ずいざん）の命令に従う～ 880円 

武市半平太 嘘つきな道化師～楽しい見世物の始まりだよ～ 830円 

藤堂平助 お前は俺のおもちゃ～壊したいほど君が好き～ 780円 

高杉晋作 鬼畜な策士にご用心～お前は俺のかわいい犬～ 830円 

 

②オリジナルコースターなど限定グッズをプレゼント！ 

コラボメニューを 1品注文するごとに、オリジナルコースター（全 17種類）をもれなくランダムで 1枚プレゼ

ントします。6月には、第一弾コラボメニューに登場するキャラクターのコースターを、7月には第二弾コラボ

メニューのキャラクターのコースターのみ配布します。また、セットメニューをご予約いただいたお客様には、ウ

ェルカムメッセージカード（6月 1日～6月 30日：新撰組＆徳川慶喜チーム、7月 1日～7月 31

日：維新志士＆新松下村塾チーム）をプレゼントします。 

そのほか、公式ツイッター(@ikemenBM)をフォローしてコラボメニューを撮影し、「#イケメン幕末京町恋

しぐれ」のハッシュタグと共にツイートした画面をご提示いただくと、限定ステッカーを 1枚（全 1種）プレゼ

ントします。 

 

 

 

 

 

 

③店頭に先行缶バッジガチャポンが登場！ 

店舗でご飲食（ドリンク・フード各 1品＋チャージ料）いただくと、店頭に設置されている缶バッジガチャポ

ン（1回400円）をご利用いただけます。全17名のキャラクターが登場する、先行販売の缶バッジが当

たります。※1回のご来店あたりお一人様10回までとさせていただきます。先行販売商品の次回発売時期は未定です。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

④等身大パネルなどを展示！ 

店内に、『イケメン幕末◆運命の恋』の人気キャラクターの等身大パネルやポスターを展示します。 

▲限定缶バッジ（全 17種類） 

▲オリジナルコースター サンプル イメージ 



 

 

⑤『イケメン戦国◆時をかける恋』とのコラボ企画を実施 

・ゲーム内でミニキャラをプレゼント 

期間中に『イケメン幕末◆運命の恋』と『イケメン戦国◆時をかける恋』の両タイトルにて、チュートリアルを

突破しているお客様に、両タイトルで「土方＆政宗の乾杯ミニキャラ」をプレゼントします。 

期間：2017年 6月 1日（木）～2017年 6月 30日（金） 

 

・クリアファイルをプレゼント 

「京町恋しぐれ 本館」と「乱世の個室 戦国武勇伝」の両

店舗にて、ご飲食（ドリンク・フード各1品＋チャージ料）い

ただくと、『イケメン幕末◆運命の恋』と『イケメン戦国◆時を

かける恋』がコラボした A4 サイズのオリジナルクリアファイル

（2作品共通で全 1種）をプレゼントします。 

期間：2017年 6月 1日（木）～ 

2017年 7月 31日（月） 

※全てのグッズは、なくなり次第終了となります。 
※表記価格は、税抜きです。 
 
（ご参考） 
◆『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。
1,000種類以上のボイスが、収録されています。 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

◆『イケメン幕末◆運命の恋 ～華の都と恋の乱～』とは 

主人公がタイムスリップした先は、動乱の“幕末”。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、幕末の世を駆ける全 17名の幕末志士との恋愛

をお楽しみいただけます。2016年より新たな勢力「新松下村塾」が加わったほか、豪華声優陣によるキャ

ラクターボイスが搭載されました。 

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™／PlayStation Vita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 

PlayStation Vita 

http://www.jp.playstation.com/software/title/jp1070pcsg01020_

00-0000000000000001.html 

情報料 基本プレイ無料、アイテム課金制 

コピーライト ©2013CYBIRD 

 

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

 

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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