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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）は、累計会員数 1,600

万人を誇る大人気恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」の 5周年を記念した、待望の最新作『イケメンヴァンパイア◆

偉人たちと恋の誘惑』にて、事前登録いただいた方に抽選でフランス旅行や、事前登録者数に応じて、ゲーム

内で使用できる豪華アイテムをプレゼントする「事前登録キャンペーン」を、本日 4 月 28 日(金)より実施し

ます。 

 また、島崎信長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・荒牧慶彦氏などが演じるキャ

ラクターボイスと、人気イラストレーター・山田シロ先生が手掛けるキャラクタービジュアルを、公式サイトにて新た

に公開しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆事前登録キャンペーン概要 

『イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑』の公式サイト、公式 LINE＠、公式 Twitter のいずれかにて、

事前登録いただいたお客様に、抽選で 1名様にフランス旅行をプレゼントするほか、キャラクターボイスを演じる

豪華声優・俳優陣のサイン色紙や、ゲーム内で使用できるアバターアイテム、「彼カード」（※1）などをプレゼント

する事前登録キャンペーンを実施します。 

１．フランス旅行をプレゼント 

事前登録いただいたお客様に、本アプリのストーリーの舞台として登場するフランスへの旅行(日本⇔フランス往

復分相当の旅行券 40万円)を、抽選で 1名様にプレゼントします。 

２．事前登録数に応じて、豪華アイテムをプレゼント！ 

事前登録者数 プレゼント内容 

1万人突破 ガチャメダル 1回分 

3万人突破 ガチャメダル 1回分＋背景&ワンピースのアバターセット 

55,555人突破 ガチャメダル 1回分＋彼カード 3枚 

7万人突破 ガチャメダル 2回分＋サイン色紙 12人分（※2） 

10万人突破 ガチャメダル 5回分＋ダイヤ 300個 

13万人突破 後日公開します 

155,555人突破 後日公開します 

 

「イケメンシリーズ」5周年を記念した最新作 
『イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑』、事前登録キャンペーンを開催 

 

～CV を演じる豪華声優・俳優陣を初公開！新たなキャラクタービジュアルも登場！～ 
 

▲背景＆ワンピースのアバターセット（イメージ画像） 



 

ｖ 

・キャンペーン期間：2017年 4月 28日（金）～サービス提供開始前日まで 
（※1）「彼カード」とは、マイページに好きなイケメンキャラクターのカードを設定できる機能です。「彼カード」では、そのカード専用

のセリフをお楽しみいただくことができる他、特別なボイスのついたカードや、彼との甘いシチュエーションを描いたイラストカ

ードなど、ストーリーとはまた違った、彼の魅力をお楽しみいただけます。 

（※2）
サイン色紙は、それぞれ抽選で各 1名様、合計 12名様へのプレゼントとなります。 

3．「イケメンシリーズ」全 8 タイトルで、豪華アイテムをプレゼント！ 

2017 年５月７日（日）までに、設定された条件を達成すると、「イケメンシリーズ」８タイトルにて使用でき

る背景アバターや、体力回復アイテムを全員にプレゼントします。 

事前登録者数 プレゼント内容 

35,000人突破 背景アバター 

45,000人突破 体力回復（全回復）アイテム 

 

・キャンペーン期間：2017年 4月 28日（金）～2017年 5月 7日（日）まで 

・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』、『イケメン戦国◆時をかける恋』、『イケメン革命◆アリ

スと恋の魔法』の計 8 タイトル 

 

◆豪華出演声優・俳優陣を初公開！新たなキャラクタービジュアルも登場 

第一弾となる計 6名の出演声優・俳優陣を、初公開しました。本アプリでは、島崎信長氏・木村良平 

氏などの豪華声優陣のほか、2.5 次元舞台などで活躍する俳優・荒牧慶彦氏や佐藤永典氏がキャラクター

ボイスを担当します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島崎信長 

（ナポレオン・ボナパルト） 

木村良平 

（アーサー・コナン・ドイル） 

荒牧慶彦 

（フィンセント・ファン・ゴッホ） 

佐藤永典 

（テオドルス・ファン・ゴッホ） 

八代拓 

（太宰治） 

堀江一眞 

（サン・ジェルマン伯爵） 



 

 

また、既に公開中のナポレオン、モーツァルト、レオナルド・ダ・ヴィンチのキャラクタービジュアルに続き、ゴッホ兄

弟や太宰治など、新たに計 5名のイラストも公開しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆公式 Twitter フォロー＆リツイートで、 

Amazon ギフト券と豪華声優・俳優陣のサイン入り色紙をプレゼント！ 

第 一 弾 の 豪 華 声 優 ・ 俳 優 陣 の 公 開 を 記 念 し 、 公 式  Twitter

（https://twitter.com/IkemenVampire）をフォローし、指定のツイートをリツイートしていただくと、

Amazon ギフト券 2,000 円分を抽選で計 60 名様にプレゼントします。また、第一弾公開の出演声優・

俳優陣による直筆サイン入り色紙を抽選で各 3名様にプレゼントするキャンペーンも開催します。 

 

・Amazon ギフト券 2,000 円分を抽選で計 60名様にプレゼント！ 

 2017年 4月 29日 16時から 5月５日 15時 59分までの期間限定で、Amazonギフト券 2,000円 

分を、抽選で合計 60名様にプレゼントします。 

第六弾までキャンペーンを実施し、第一弾からそれぞれの応募期間の詳細は、公式Twitterでご確認いただ 

けます。 

 

・6名の担当声優・俳優の直筆サイン入り色紙をプレゼント！ 

（1 名の声優につき 3名様）    

キャラクター名 担当声優 応募期間 

ナポレオン・ボナパルト 島崎信長 5月 8日 16:00～5月 9日 15:59 

アーサー・コナン・ドイル  木村良平 5月 9日 16:00～5月 10日 15:59 

フィンセント・ファン・ゴッホ  荒牧慶彦 5月 10日 16:00～5月 11日 15:59 

テオドルス・ファン・ゴッホ  佐藤永典 5月 11日 16:00～5月 12日 15:59 

太宰治 八代拓 5月 12日 16:00～5月 13日 15:59 

サン・ジェルマン伯爵  堀江一眞 5月 13日 16:00～5月 14日 15:59 



 

 

【応募方法】 

①公式 Twitter（https://twitter.com/IkemenVampire）をフォロー 

②指定のツイートをリツイートしていただくと、応募完了となります 

 

■『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、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

命の恋のお相手となり、「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お楽しみいただけます。 

 

＜ストーリー＞ 

迷い込んだ見知らぬ屋敷でアナタが出逢ったのは、 

あの『ナポレオン』……！？ 

フランス旅行へ出かけたアナタが見つけた謎の扉。 

その先に待っていたのは、ゴッホ兄弟、モーツァルト、レオナルド・ダ・ヴィンチ…… 

国も時代も異なる 12人の偉人たち。 

彼らには大きな秘密がある。 

それは……新しく生を受けるために契約したヴァンパイアであること 

日常を忘れ、アナタはその禁断の恋にのめり込んでいく―― 

『俺に捧げろ。お前の身も心も――運命も』 

 

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年夏予定 

価 格 基本プレイ無料、アイテム課金制 

ティザーサイト http://ikemen.cybird.ne.jp/of/title/vampire/original/index.html 

公式Ｔｗｉｔｔｅｒ https://twitter.com/IkemenVampire 

公 式 L I N E 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 ©2017 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 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  広報 高谷／井澤 
TEL: (03)6746-3111 E-Mail： press@cybird.co.jp 
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