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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）が手掛ける累計会

員数 1,700 万人を誇る女性向け恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」の『イケメン革命◆アリスと恋の魔法』は、

銀座博品館劇場での舞台「イケメン革命◆アリスと恋の魔法 THE STAGE Episode 黒のエース フェ

ンリル=ゴッドスピード」（※1）の上演に合わせ、女性専用カプセルホテル・秋葉原 BAY HOTEL とのコラボ

レーションを 2017 年 12 月 21 日（木）から 2018 年 1 月 21 日（日）までの期間限定で実施す

ることが決定しました。 

コラボレーション実施に先駆け、本日 2017 年 11 月 17 日（金）19 時より、ホテル公式サイト

（URL：https://www.bay-hotel.jp/news/13）にて予約受付を開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の BAYHOTEL との初のコラボレーションでは、限定 14 ユニットのコラボルーム内や共有コミュニテ

ィラウンジなどが、本アプリの世界観に合わせて装飾がされているほか、宿泊のお客様先行で購入すること

ができるグッズ販売を行います。また、宿泊いただいたお客様には、ミニアクリルスタンド付ボトルキャップ

（全14種・ランダムでのプレゼント）とA5サイズクリアファイル（全1種）の2種類のノベルティグッズを、

もれなくプレゼントします。 

 

■イケメン革命◆アリスと恋の魔法×秋葉原 BAYHOTEL コラボレーション概要 

◇開催期間：2017 年 12 月 21 日（木）～2018 年 1 月 21 日（日） 

◇開催場所：秋葉原 BAY HOTEL（14 ユニット限定） 

〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町４４−４ 

◇予約方法：ホテル公式サイト（URL：https://www.bay-hotel.jp/news/13）にて 

事前予約いただけます。 

 

恋愛ゲーム「イケメンシリーズ｣の人気タイトル『イケメン革命◆アリスと恋の魔法』、 
12月 21日（木）より秋葉原 BAY HOTEL とのコラボが決定！ 

 

～本日 11 月 17 日（金）より宿泊の予約受付開始～ 
 

 

https://www.bay-hotel.jp/news/13


 

 

◇内容： 

①全キャラクター（14 名）のコラボルームをご用意 

ピンクを基調とした明るい内装の館内には、本アプリに登場する全14名のイケメンキャラクターの、スチルイ

ラストなどで装飾した各コラボルームをご用意しています。なお、１ユニット限定（日替わり）で、特別なイ

ラストの装飾が施されたコラボルームも登場します。 

※ご予約時にユニットはお選びいただけませんので、予めご了承ください。 

 

②宿泊特典 2 種のノベルティグッズをプレゼント 

ミニアクリルスタンド付ボトルキャップ（全 14 種・ランダムでのプレゼント）と A5 サイズクリアファイル（全 1

種）の 2 種類のノベルティグッズを、宿泊いただいたお客様にもれなくプレゼントします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③宿泊者様先行で購入できるトレーディング缶バッジを販売 

宿泊いただいたお客様限定で、トレーディング缶バッジ（全 8 種・1 種につき税込 400 円）を先行販売

します。 

 

 

 

 

 

 

 

※先行販売のグッズについては、お一人様 15 個まで購入可能です。 

 

④本アプリの世界観を満喫できる共有コミュニティラウンジをご用意 

共有コミュニティラウンジでは、等身大パネルや、幅２m50cm、高さ１ｍ80cm 以上のゲーム内に登場

するシーンの巨大イラストパネルなどが設置され、写真撮影なども自由に行っていただけます。また、大スク

リーンでは、2017 年 9 月に実施した「イケメンシリーズ」5 周年記念のリアルイベント「SUMMER FESTI

VAL2017」内のステージイベント「Alice in Anniversary Party」の特別映像などを、上映予定です。

さらに好評発売中の「抱きしめられ掛け布団カバー」（発売元：中外鉱業株式会社）を実際に体験し、

その場で購入いただける特別企画もご用意します。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※イラストパネルイメージ 

⑤応援キャンペーンを実施！ 

宿泊いただいたお客様全員を対象に、本アプリの公式ツイッター（https://twitter.com/ikemen_re

vo）をフォローし、秋葉原 BAYHOTEL の館内のイケメンキャラクターを撮影し、「♯ベイホテル」「♯イケメ

ン革命」のハッシュタグを付けたツイート画面をスタッフにご提示いただくと、コラボ限定オリジナルステッカーを

プレゼントします。※お一人様２ツイートまでとなります。 

 

また、2018 年 1 月 10 日（水）から 1 月 14 日（日）に宿泊いただいた方限定で、舞台「イケメン革

命◆アリスと恋の魔法 THE STAGE Episode 黒のエース フェンリル=ゴッドスピード」のチケットをご提

示いただくと、ノベルティの A5 サイズクリアファイルを更にもう一枚プレゼントします。 

 

⑥特別企画を実施！ 

12 月 21 日(木)から 12 月 25 日(月)の期間限定で、共有コミュニティラウンジにて、2016 年クリスマス

シナリオイベントのイラスト展示も行います。 

 

「イケメン革命◆アリスと恋の魔法 THE STAGE Episode 黒のエース フェンリル=ゴッドスピード」概要 

タイトル 「イケメン革命◆アリスと恋の魔法 THE STAGE  

Episode 黒のエース フェンリル=ゴッドスピード」  

公演日程/場所 2018 年 1 月 10 日（水）～1 月 14 日（日）／銀座 博品館劇場 

チケット チケット：7,800 円（税込・全席指定）  

非売品原作オリジナルグッズ付チケット：9,800 円（全席指定・税込）  

キャスト 宮城 紘大、堂本翔平、橋本真一、大海将一郎、松本ひなた（Candy 

Boy）前内孝文、前田大翔（Candy Boy）、薫太、田中彪、室龍規、

古賀瑠、久保田幸貴（JB アナザーズ）、服部武雄、塩川渉、竹内夢 

公演サイト http://legendstage.co.jp/ikemen-kakumei/ 

原作サイト http://ikemen.cybird.ne.jp/of/title/kakumei/original/ 

原作 CYBIRD「イケメン革命◆アリスと恋の魔法」 

演出・脚色 大関真(劇団 SET)  

脚本 斎藤栄作 

主催・企画・製作 イケメン革命 THE STAGE 製作委員会 

コピーライト ©CYBIRD ©2017 イケメン革命 THE STAGE 製作委員会 

https://twitter.com/ikemen_revo
https://twitter.com/ikemen_revo


 

 

■『イケメン革命◆アリスと恋の魔法』概要 

「イケメンシリーズ」の人気作で、「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-lia

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

・Google Play 

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

ppli.android.als 

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

公式Ｔｗｉｔｔｅｒ https://twitter.com/ikemen_revo 

公式 LINE@ LINE 友だち検索で「@ikemen_revo」を検索 

1 周年特設サイト http://ikemen.cybird.ne.jp/of/title/kakumei/original/1st/inde

x.html 

コピーライト ©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：東京都中央区猿楽町 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   
 

 

 

 

 

＊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://ikemen.cybird.ne.jp/of/title/kakumei/original/1st/index.html
http://ikemen.cybird.ne.jp/of/title/kakumei/original/1st/index.html
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