2018 年 10 月 12 日
報道関係者各位
株式会社サイバード

『イケメン革命◆アリスと恋の魔法』サービス開始 2 周年記念企画！
イケレボ総選挙「クレイドル Award2018～No.1 の王子様～」の結果を発表！
イケレボ生ラジオも 2 年目に突入！下野 紘氏をゲストにお迎えし 10 月 20 日(土)に配信決定！
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
2,000 万人を誇る女性向け恋愛ゲーム「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』は、2018 年 10 月 20 日（土）でサービス開始から 2 周年を迎えることを記念し開催した、イケレ
ボ総選挙「クレイドル Award2018～No.1 の王子様～」の結果発表を公開しました。

また、2 周年を記念し、10 月 20 日（土）には、ニコニコ生放送でのラジオ番組「イケレボ生ラジオ★
秘密のティーパーティ」の第 26 回の放送が決定しました。今回は、MC に花江 夏樹氏（ヨナ=クレメン
ス役）、ゲストに下野 紘氏（レイ=ブラックウェル役）をお迎えしてお送りします。当日は、2 周年の特
別コーナーや新キャラクターのビジュアル発表をはじめ、ここでしか聴けない書き下ろしのミニドラマの生アフ
レコ、ゲームの最新情報、コメント数に応じた特典など、盛り沢山の内容でお送りします。
さらに、11 月 18（日）には、「イケレボ生ラジオ★秘密のティーパーティ」の公開生放送も決定。
MC の村田 太志氏（セス=ハイド役）をはじめ、素敵なゲストをお迎えして、初の映像付きでの放送で
お届けします。
そのほか、キャラクターをチョークなどで描かれたような落書きタッチのデザインで人気の「GraffArt
Decol」シリーズより、『イケメン革命◆アリスと恋の魔法』のオリジナルグッズの発売も決定しました。落書
きタッチで描かれたキャラクターを使用した様々なグッズを、2018 年 10 月 20 日より販売予定です。

◆2 年連続で、黒のキング・レイが見事総合優勝の座に！
イケレボ総選挙「クレイドル Award2018～No.1 の王子様～」の結果を発表！

2018 年 9 月 14 日（金）から 9 月 27 日（木）に開催した、不思議の国「クレイドル」で 1 番輝い
ていた彼を表彰するイケレボ総選挙「クレイドル Award2018～No.1 の王子様～」の最終結果を公開
しました。投票部門は、「セクシー部門」「ピュア部門」「ジェントル部門」の３つがあり、各部門の投票数を
合計し、一番多くの票を集めた彼が総合優勝者となります。
総投票数 7,269,547 票のうち、栄えある 1 位を獲得したのは、投票数 1,119,264 票を獲得した、
黒のキング・レイ=ブラックウェル（CV:下野 紘）が、昨年に引き続き見事総合優勝者の座に輝きまし
た。また、総合ランキング 1 位に輝いたレイ=ブラックウェル（CV:下野 紘）が「セクシー部門」でも 1 位
に輝き、「ピュア部門」では、ルカ=クレメンス（CV:榎木 淳弥）が、「ジェントル部門」ではシリウス=オズ
ワルド（CV:諏訪部 順一）が、トップの座に君臨しました。総合優勝に輝いた彼（レイ=ブラックウェ
ル）は、ゲーム内で彼カードのプレゼントやフルボイスストーリーが販売されます。総合上位 5 位までに入
った彼は香水を発売、総合上位 7 位までに入った彼はグッズ化を行います。（詳細は、後日お知らせしま
す。）

また、各部門 1 位に輝いた彼は、部門と絡めたストーリーを配信します。
【総合順位】
順位

投票数

役職名

キャラクター名

CV

1位

1,119,264

黒のキング

レイ=ブラックウェル

下野 紘

2位

1,114,619

黒のクイーン

シリウス=オズワルド

諏訪部 順一

3位

752,861

赤のクイーン

ヨナ=クレメンス

花江 夏樹

4位

711,566

黒のジャック

ルカ=クレメンス

榎木 淳弥

5位

636,156

赤のジャック

エドガー=ブライト

八代 拓

6位

630,769

赤のキング

ランスロット=キングスレー

岡本 信彦

7位

498,303

赤の 7

カイル=アッシュ

古川 慎

8位

496,384

黒のエース

フェンリル=ゴッドスピード

柿原 徹也

9位

448,431

赤のエース

ゼロ

熊谷 健太郎

10 位

221,616

ジョーカー

ハール=シルバー

寺島 惇太

11 位

211,638

チェシャ猫

ロキ=ジェネッタ

村瀬 歩

12 位

179,707

帽子屋

オリヴァー=ナイト

濱野 大輝

13 位

132,875

黒の 10

セス=ハイド

村田 太志

14 位

115,358

白ウサギ

ブラン=ラパン

白井 悠介

【各部門 1 位】
セクシー部門：レイ=ブラックウェル
ピュア部門：ルカ=クレメンス
ジェントル部門：シリウス=オズワルド
各キャラクターの公約の達成状況についても公式サイトで公開しています。
＜イケメン革命公式サイト総選挙特設ページ＞
https://ikemen.cybird.ne.jp/title/kakumei/original/2nd/sousenkyo/index.html
◆次回のレボなまが 10 月 20 日（土）に決定！下野 紘氏がゲストとして登場！
毎月好評配信中のニコニコ生放送でのラジオ番組「イケレボ生ラジオ★秘密のティーパーティ」の第 26 回
の放送日が、2018 年 10 月 20 日（土）に決定しました。今回は、花江 夏樹氏（ヨナ=クレメンス
役）が MC を担当し、ゲストに、下野 紘氏（レイ=ブラックウェル役）をお迎えしてお送りします。当日
は、2 周年の特別コーナーや気になる新キャラクター３名のビジュアルと CV 発表のほか、アプリの最新情
報をお届けします。

＜番組情報＞
・番組名：イケレボ生ラジオ★秘密のティーパーティ
・放送日時：10 月 20 日（土）20 時～
・出演者
MC：花江 夏樹氏（ヨナ=クレメンス役）
ゲスト：下野 紘氏（レイ=ブラックウェル役）
・URL：http://live.nicovideo.jp/gate/lv316075423
◆2 周年記念！「イケレボ生ラジオ★秘密のティーパーティー」初の公開生放送が決定！
サービス開始から 2 周年を記念し、「イケレボ生ラジオ★秘密のティーパーティー」が初の公開生放送を
11 月 18（日）に”新宿角座”にて開催することが決定しました。MC の村田 太志氏（セス=ハイド役）
をはじめ、素敵なゲストをお迎えして初の映像付きでの放送でお届けします。スペシャルな「レボなま」を、
是非お楽しみください。
＜番組情報＞
・番組名：イケレボ生ラジオ★秘密のティーパーティ 2 周年記念公開生放送
・放送日時：11 月 18 日（日）14 時～
・出演者：MC：村田 太志氏（セス=ハイド役）
※その他の出演者につきましては後日発表します。

・場所：新宿角座
・チケット：先行抽選を 10 月 20 日（土）12:00 より開始します。
※詳細は順次、アプリ内や公式 Twitter などでお知らせします。
◆「GraffArt Decol」シリーズより
「イケメン革命◆アリスと恋の魔法」のグッズが発売決定！
キャラクターをチョークなどで描かれたような落書きタッチのデザインで人気の「GraffArt Decol」シリーズよ
り『イケメン革命◆アリスと恋の魔法』の手帳型スマホ型ケースなど計 7 種類のグッズの発売が決定しまし
た。落書きタッチで描かれたキャラクターモチーフを使用した様々なグッズを今後展開していく予定です。

黒の軍

赤の軍
▲デザインのイメージサンプル▲

第三の勢力

■概要
<ラインナップ（予定）>
・手帳型スマホケース
・キャラパス
・デカキャラミラー
・レザーフセンブック
・キャラグラスケース
・缶バッジ
・アクリルキーホルダー
<購入情報>
・先行発売：2018 年 10 月 20 日（土） (予定)～
・発売場所：
・Graffart Shop with A3MARKET in 池袋 P'PARCO
・Graffart Shop with A3MARKET in なんば
・Graffart Shop with A3MARKET in 福岡天神
・Graffart Shop with A3MARKET in EBeanS 仙台
【GraffArt とは・・・】
graffiti(落書き)と art を掛け合わせた A3 のオリジナルシリーズ。
Graffiti(落書き)と art を掛け合わせた新しいキャラクターグッズのデザイン。
カフェやレストランなどでよく見かける看板に描かれたおしゃれなチョークアート風のデザイン。
『GraffArt シリーズ』ではそんな落書きタッチで描かれたデザインをキャラクターグッズのデザインに取り入れ
た A3 オリジナルシリーズです。

■『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 紘氏、諏訪部 順一氏、花江 夏樹氏、柿原 徹也氏、岡本 信彦
氏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ています。
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-arisutolianno/id1087276648?l=ja&ls=1&mt=8
・Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cybird.
appli.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

2 周年特設サイト

https://ikemen.cybird.ne.jp/title/kakumei/original/2nd/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
設

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、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
TEL: (03)6746-3108 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。

