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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『イケメン革命◆アリスと恋の魔法』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「不思議

の国のアリス」をモチーフにしたコンセプトレストラン「アリスのファンタジーレストラン（計 5 店舗）」とのコラボ

レーションを、2017年9月1日（金）から10月 25日（水）までの期間限定で実施することが決定

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

『イケメン革命◆アリスと恋の魔法』では、飲食店とのコラボレーションは今回が初の取組みとなり、東

京・大阪・名古屋の３都市において展開します。コラボ期間中は、本アプリに登場するキャラクターをモチ

ーフにした料理やデザート、ドリンクをお楽しみいただけるほか、オリジナルコースターなどの限定グッズをプレ

ゼントします。 

期 間 2017年 9月 1日（金）～10月 25日（水） 

店 舗 ・古城の国のアリス  (http://www.alice-restaurant.com/kojo/) 

〒171-0022  東京都豊島区南池袋 2-16-8 鈴和ビル B1F 

・絵本の国のアリス (http://www.alice-restaurant.com/ehon/) 

〒160-0021  東京都新宿区歌舞伎町 1-6-2 T-wing ビル B2F 

・魔法の国のアリス (http://www.alice-restaurant.com/maho/) 

〒160-0023  東京都新宿区西新宿 1-5-1 新宿西口ハルク B3F 

・幻想の国のアリス (http://www.alice-restaurant.com/genso/) 

〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田 1-8-1D.D.HOUSE1F 

・銀幕の国のアリス (http://www.alice-restaurant.com/ginmaku/) 

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 3-29-11 名古屋 PARCO midi 3F 

内 容 ①コラボレーションメニューが登場 (ドリンク 14種、フード 4種、デザート 3種) 

②オリジナルコースターなど限定グッズをプレゼント 

③先行缶バッジを販売 

④等身大パネルやポスターを展示 

⑤コラボアバターアイテムをプレゼント 

 

『イケメン革命◆アリスと恋の魔法』×｢アリスのファンタジーレストラン｣ 
東京・大阪・名古屋の 5店舗で 9月 1日よりコラボ実施！ 

 
～オリジナルコースターがもらえるコラボメニューの販売や限定缶バッジが登場～ 

http://www.alice-restaurant.com/kojo/
http://www.alice-restaurant.com/ehon/
http://www.alice-restaurant.com/maho/
http://www.alice-restaurant.com/genso/
http://www.alice-restaurant.com/ginmaku/


 

 

■『イケメン革命◆アリスと恋の魔法』×「アリスのファンタジーレストラン」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！ 

『イケメン革命◆アリスと恋の魔法』に登場する赤の軍、黒の軍、不思議の国の人々の全 14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 14種類（プラス

100円でアルコールへの変更も可）、フードメニュー4種類、デザートメニュー3種類の全 21種類のコラ

ボメニューをお楽しみいただけます。また、ドリンクとフードメニューについては、期間によってお楽しみいただけ

る内容が変わり、デザートメニューは、コラボ期間中、同一メニューをお召し上がりいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●第一弾コラボメニュー  登場期間：9月 1日～9月 30日  

キャラクター フードメニュー 価格 

ハール×ロキ 『JOKER とチェシャ猫の住む森』～真鯛のカルパッチョ～ 900円 

レイ×フェンリル 
『Dear Honey～Ready？黒のキングとエースの誘惑～』 

～ジェノベーゼ×オリーブのパスタ～ 

1,100円 

キャラクター デザートメニュー 価格 

ヨナ×ルカ 
『赤のクイーンと黒のジャックの Sweets of memories』 

～いちごのミルフィーユ～ 

750円 

ブラン×オリヴァー 
『帽子屋と白ウサギの終わらない Tea Party』 

～手作りキャロットケーキ～ 

700円 

エドガー×ゼロ 
『Chivalry Holic～緋色のナイトは甘いものがお好き～』 

～ジャンクワッフルのカラフルスイーツ～ 

950円 

キャラクター ドリンクメニュー 価格 

ランスロット 【カリスマ×サディスト】赤の魔法と王冠 750円 

エドガー 【温和×腹黒】優しき悪魔のジャンク・ドリンク 750円 

カイル 【ワイルド×だるい系ドクター】軍医への差し入れ 750円 

シリウス 【世話焼き×食えない大人】Canis Major でお手伝い 750円 

フェンリル 【戦闘狂×ラッキースター】戦闘狂の弱点！おばけをやっつけて 750円 

ハール 【ミステリアス×照れ屋】ミステリアス・マジック 750円 

ブラン 【天然×女たらしな紳士】キャロットケーキとのマリアージュ 750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：10月 1日～10月 25日 

キャラクター フードメニュー 価格 

シリウス×セス 
『綺麗な花には秘密がある？～黒の Q特製サラダ～』 

～黒の兵舎産お野菜にさくさくパスタを添えて～ 

750円 

ランスロット×カイル 
『アリスを射抜くカーディナル&クォールツ～赤の軍のチェック・メイト～』 

～季節の野菜のアラビアータ～ 

1,200円 

キャラクター デザートメニュー 価格 

ヨナ×ルカ 
『赤のクイーンと黒のジャックの Sweets of memories』 

～いちごのミルフィーユ～ 

750円 

ブラン×オリヴァー 
『帽子屋と白ウサギの終わらない Tea Party』 

～手作りキャロットケーキ～ 

700円 

エドガー×ゼロ 
『Chivalry Holic～緋色のナイトは甘いものがお好き～』 

～ジャンクワッフルのカラフルスイーツ～ 

950円 

キャラクター ドリンクメニュー 価格 

ヨナ 【冷徹×ツンデレ】ストロベリー・スイートソング  750円 

ゼロ 【孤高×天才肌】孤高の戦士へのごほうび 750円 

レイ 【俺様×クール】自由を愛する彼との休日 750円 

ルカ 【可愛い系一匹狼×人見知り】黒のジャック特製スイーツドリンク 750円 

セス 【オネエ？×喧嘩上等】オネエさんの正体は…？ 750円 

ロキ 【小悪魔×ヤンデレ】雨の日にはチェシャ猫に傘を 750円 

オリヴァ― 【毒舌×大人な子ども】大人な子どもの彼とのティーパーティ 750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 14 種）をもれなくランダムで 1枚プレゼン

トします。また、セットメニュー（価格：2,000円）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（第一弾・第二弾各期間全一種）をプレゼントします。 

 

 

 

 

 

 

そのほか、イケメン革命とアリスのファンタジーレストランの公式ツイッター(@ikemen_revo/／

@ALICE__DD)をフォローしてコラボメニューを撮影し、「#イケメン革命アリスのファンタジーレストラン」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。 

(1来店につきお 1人様 1枚まで) 

 

 

 

▲オリジナルコースター （イメージ） 

▲限定ステッカー（イメージ） 



 

 

③先行缶バッジを販売！ 

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、全14名のキャラクターがランダムで登場

する、先行販売の缶バッジをご購入いただけます。※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、『イケメン革命◆アリスと恋の魔法』の人気キャラクターの等身大パネルを展示します。 

 

⑤『イケメン革命◆アリスと恋の魔法』でコラボ記念アバターアイテムをプレゼント！ 

期間中に『イケメン革命◆アリスと恋の魔法』にて、チュートリアルを突破しているお客様に、コラボ記念ア

バターアイテムをプレゼントします。 

期間：2017年 9月 1日（金）～10月 25日（水） 

 
 

※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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲限定缶バッジ（全 14種類） 



 

 
 
（ご参考） 

■『イケメン革命◆アリスと恋の魔法』概要 

「イケメンシリーズ」の最新作で、「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-liann

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

 

・Google Play 

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

i.android.als 

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

公式Ｔｗｉｔｔ

ｅｒ 

https://twitter.com/ikemen_revo 

公式 LINE@ LINE友だち検索で「@ikemen_revo」を検索 

コピーライト ©2016 CYBIRD 

 

■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 

 

mailto:press@cybird.co.jp

