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TV アニメ『イケメン戦国◆時をかけるが恋ははじまらない』、
パセラリゾーツとのコラボカフェを開催！
～新宿 3 店舗に 10 月 1 日（日）から 15 日（日）までの期間限定で登場～
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）が手掛ける女性向
け人気恋愛ゲーム『イケメン戦国◆時をかける恋』を原作
とした TV アニメ「イケメン戦国◆時をかけるが恋ははじまら
ない（7 月から 9 月で放送）」は、10 月 13 日（金）
から 15 日（日）まで新宿エリアにて行われる「アニメフィ
ルムフェスティバル東京 2017（AFFT）」（※）のプログラ
ムの一環として、パセラリゾーツ（新宿 3 店舗）とのコラボ
カフェを 10 月 1 日（日）より実施中です。
今回のコラボレーションでは、作品・キャラクターをイメージし
たコラボレーションメニューを（全 3 種類）提供し、コラボ
レーションメニューを一つ注文いただく毎に、オリジナルポス
トカードを 1 枚プレゼントします。また、各店舗で異なるコラ
ボメレーションニューをお楽しみいただけます。
■「イケメン戦国◆時をかけるが恋ははじまらない」×「パセラリゾーツ」コラボレーション概要
◇開催期間：2017 年 10 月 1 日（日）～10 月 15 日（日）
◇開催場所：パセラリゾーツ新宿歌舞伎町店（カフェ）、パセラリゾーツ新宿本店（カラオケ）
パセラリゾーツ新宿靖国通り店（カラオケ）
◇内容：①コラボレーションメニューの提供（全 3 種類）

店舗

提供コラボメニュー

パセラリゾーツ新宿歌舞伎町店（カフェ）

イケメン戦国 和風クリームニョッキ（税込 830 円）
時をかける恋茶（税込 680 円）

パセラリゾーツ新宿本店（カラオケ）

時をかける恋茶（税込 680 円）

パセラリゾーツ新宿靖国通り店（カラオケ）

信長様の笑顔が見たくて好物の金平糖をのせちゃいま
したハニトー（税込 1,280 円）
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②オリジナルポストカードをランダムで 1 枚プレゼント
コラボメニューを 1 品以上ご注文頂くと、オリジナルポストカードをランダムでプレゼントします。
※無くなり次第、終了となります。
（※）（ご参考）
アニメフィルムフェスティバル東京 2017 とは
日本のアニメ 100 周年を記念して発足したプロジェクト「アニメ NEXT100」。そのコンセプト「アニメのチカ
ラを世界へ」のもと、新しいアニメフェス「アニメフィルムフェスティバル東京 2017」の開催が決定しました。
10 月 13 日(金)から 15 日(日)までの３日間、新宿エリアの映画館での最新作や名作のイベント上映
を中心に、アニソンライブ、コラボイベント＆カフェ、キャラクターパレード、そして本フェスでしか購入できない
オリジナルグッズの販売などを予定しております。
【アニメフィルムフェスティバル開催概要】
会期 2017 年 10 月 13 日（金）～10 月 15 日（日）
上記 3 日間をコアに 2 週間程度（予定）
開催地区 新宿地区
プログラム内容

①イベント上映 ②ライブ ③コラボイベント＆カフェ ④キャラクターパレード ＆ステージ

⑤オリジナルグッズ販売 ⑥インフォメーションセンター
※プログラムの名称、内容は変更になる場合がございます。予めご了承ください。
主催 アニメフィルムフェスティバル東京実行委員会
「イケメン戦国◆時をかけるが恋ははじまらない」全 12 話コメンタリー上映開催概要
2017 年 10 月 13 日（金）に新宿バルト 9 にて、全 12 話のコメンタリー上映を開催します。また、9
月 30 日（土）よりチケット一般発売も開始しました。
開催日：2017 年 10 月 13 日（金）
開演：21 時 30 分（レイトショー）※終演は 23 時を予定。
会場：新宿バルト 9 シアター6
内容：全 12 話上映、トークショー
出演：三浦祥朗（上杉謙信役）、山谷祥生（石田三成役）
渡辺誠之（監督）、吉村尚紀（音響監督） ※出演者が変更になる場合もございます。
詳細はアニメフィルムフェスティバル公式サイトをご参照ください。
http://animefilmfestivaltokyo.jp/movie/program/#screen4_04

▲三浦祥朗氏（上杉謙信役）、山谷祥生氏（石田三成役）

NEWS

LETTER

■チケット一般販売について
販売期間：2017 年 9 月 30 日 (土) 10:00 ～ 2017 年 10 月 10 日 (火) 23:59
販売サイト：https://ticketpay.jp/booking/?event_id=10308
価格：3,000 円
TV アニメ「イケメン戦国◆時をかけるが恋ははじまらない」概要について
原作『イケメン戦国◆時をかける恋』を基に、戦国武将達が可愛らしい 3D モデルキャラクタ―となって登
場し、コメディ要素を交えた、武将達のドタバタな日常を描いた TV アニメです。2017 年 7 月から 9 月の
期間で放送し、アニメ化にあたり、原作に登場する織田信長や伊達政宗など 11 名の武将に加え、新キ
ャラクター・毛利元就も新たに登場しました。
＜イントロダクション＞
俺の名前は佐助。
大学院生だったんだけど、ある日、戦国時代にタイムスリップしてしまった。
しかも、教科書で学んだ歴史とはまったく違う戦国時代に……
大人気恋愛ゲーム「イケメン戦国」 待望のアニメ化！
かわいい武将たちが織りなす、ハイテンション戦国コメディ！
＜コピーライト表記＞
©2015 CYBIRD
©CYBIRD / イケメン戦国 AP

【アプリ『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。
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【キャラクターおよび、キャラクターボイス担当声優】
・織田信長 CV : 杉田智和

・伊達政宗 CV : 加藤和樹

・真田幸村 CV : 小野賢章

・豊臣秀吉 CV : 鳥海浩輔

・徳川家康 CV : 増田俊樹

・明智光秀 CV : 武内駿輔

・石田三成 CV : 山谷祥生

・武田信玄 CV : 梅原裕一郎

・上杉謙信 CV : 三浦祥朗

・猿飛佐助 CV : 赤羽根健治 ・顕如 CV : 新垣樽助

■配信概要
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/

◆yahoo ゲームプラス
https://games.yahoo-net.jp/title/casual/6754
48825
公式サイト

http://ikemen.cybird.ne.jp/of/title/sengoku/o
riginal/

公式 Twitter

https://twitter.com/Cyikemensengoku

公式 LINE@

LINE 友だち検索で「@ikemensengoku」を検索

コピーライト

©2015 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
事業内容：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
＜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
＊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。

