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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 兼 CEO：本島 匡）の女性向け

恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」の『イケメン戦国◆時をかける恋』は、不定期で配信している生放送番組
「イケメン戦国生ラジオ～今夜は朝まで離さない～」の特別編として、「イケメン戦国 戦なま特別編～加
藤和樹が『VTuber伊達政宗』で生配信～」を 2019年 2月 5日（火）21時よりニコニコ公式生放
送にて放送します。昨年 5 月の初放送以来となる、人気俳優、加藤 和樹氏が扮する「VTuber 伊達
政宗」が更なる進化を遂げて再登場します。加藤 和樹氏と一緒に番組を盛り上げてくれるのは猿飛佐
助役でおなじみの赤羽根 健治氏です。また、生放送に合わせて視聴者プレゼントも行います。さらに番
組放送を記念して、【公式】イケメン戦国 Twitter（https://twitter.com/Cyikemensengoku）
では、豪華賞品がもらえる RT キャンペーンや、タイムシフト予約キャンペーンを本日 1月 24日（木）か
ら開始します。 

＜番組 URL：http://live.nicovideo.jp/watch/lv317977167 

■VTuber伊達政宗とは？ 
VTuber（バーチャルユーチューバー）とは CG やイラストのキャラクターとして動画配信を行う者の総称で
す。一回目となる昨年 5月の放送では、加藤 和樹氏が CV を務める伊達政宗の VTuber に扮し、大
変話題となりました。放送後は視聴者のみなさまから「もう一度見たい！」というたくさんのコメントを頂き、
今回待望の 2 回目の放送が決定しました。前回の放送では上半身のみだった伊達政宗が、今回は全
身を使ってアクションします。さらに進化を遂げた VTuber 伊達政宗は要チェックです。  
 

 

 

『イケメン戦国◆時をかける恋』、加藤 和樹氏が『VTuber伊達政宗』に！ 
「イケメン戦国生ラジオ～今夜は朝まで離さない～」特別編の放送が決定！ 

～ニコニコ公式生放送にて 2月 5日（火）21時より放送開始！～ 
 

 

https://twitter.com/Cyikemensengoku
http://live.nicovideo.jp/watch/lv317977167
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加藤 和樹 

10月 7日生まれ、愛知県出身。株式会社アシスト所属。 

【主な出演作品】 

＜舞台＞ 

「テニスの王子様」（跡部景吾役） 

＜ドラマ＞ 

「仮面ライダーカブト」（風間大介/仮面ライダードレイク役） 

「ホタルノヒカリ」（手嶋マコト役） 

＜アニメ＞ 

「家庭教師ヒットマン REBORN」（桔梗役）ほか 
 
 
 
 
 

 
 

 
■「イケメン戦国 戦なま特別編～加藤和樹が『VTuber伊達政宗』で生配信！～」の見どころ 
3D で制作された VTuber 伊達政宗が加藤 和樹氏の動きに連動して反映され、生放送中に投稿さ
れたコメントにリアルタイムでリアクションしたり、VTuber ならではの企画に挑戦するコーナーをお楽しみくだ
さい。出演は VTuber伊達政宗扮する加藤 和樹氏と、猿飛佐助役の赤羽根 健治氏です。 
そのほかアプリゲーム「イケメン戦国◆時をかける恋」に関する 2 つの重大発表も予定しています。 
 
予告動画も絶賛配信中！：https://youtu.be/uysC33yrF7I 
 
■番組放送を記念したプレゼントキャンペーンも開催！ 
番組放送を記念して、豪華賞品がもらえる RTキャンペーンや、タイムシフト予約キャンペーンを本日 1月
24日（木）から開始します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■番組概要 

番組名 イケメン戦国 戦なま特別編～加藤和樹が『VTuber伊達政宗』で生配信！～ 
出演者 加藤和樹（VTuber 伊達政宗）、赤羽根健治（猿飛佐助） 
配信日 2019年 2月 5日(火) 21時～ 

配信サービス ニコニコ公式生放送 「イケメンチャンネル」 
URL：http://live.nicovideo.jp/watch/lv317977167  

 

 

 

 

 

 

赤羽根 健治 

10月 31日生まれ、千葉県出身。青二プロダクション所属。 

【主な出演作品】 

＜アニメ＞ 

「真マジンガー 衝撃！Ｚ編 on television」（兜甲児

役） 

「THE IDOLM@STER」（プロデューサー役） 

「ヴァンガード」（光定ケンジ役） 

＜ゲーム＞ 

夢王国と眠れる 100人の王子様（リド、アルマリ役） 

 

https://youtu.be/uysC33yrF7I
http://live.nicovideo.jp/watch/lv317977167
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『イケメン戦国◆時をかける恋』とは 
本能寺の変真っ只中の“戦国時代”へタイムスリップし、「ド S×唯我独尊」な織田信長、「破天荒×快楽
主義者」な伊達政宗、「俺様×ツンデレ」な真田幸村など 14 名の戦国武将との恋をお楽しみいただけま
す。豪華声優陣による 1,500種類以上のキャラクターボイスが、ログイン時やミニゲーム、ストーリー中など
に収録されています。 
 
【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  ・森 蘭 丸 CV : 蒼井 翔太 
・今川義元 CV : 八代 拓    ・毛利元就 CV : 小西 克幸 

 
■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/ 
公 式 サ イ ト http://ikemen.cybird.ne.jp/of/title/sengoku/original/ 
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  © 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 兼 CEO 本島 匡 
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 
 
 
 
 
 
 
＊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  
TEL: (03)6746-3108 E-Mail： press@cybird.co.jp 

http://amb.ikemen-sengoku.jp/
http://ikemen.cybird.ne.jp/of/title/sengoku/original/
https://twitter.com/Cyikemensengoku
http://www.cybird.co.jp/
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