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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）は、累計

会員数 2,500万人を誇る大人気恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」の 7周年記念作品となる、待望の最
新作『イケメン源氏伝 あやかし恋えにし』で、作品を彩る総勢 10名のキャラクタービジュアルと、福山
潤さんをはじめとする豪華声優陣、鎌倉時代を舞台に繰り広げられる魅力的なストーリーを公式サイト
（https://ikemen.cybird.ne.jp/title/genjiden/original/index.html）にて本日一挙公開しま
す。さらに公式 Twitter（https://twitter.com/ikemen_genjiden）では、10日間連続で出演
声優陣の直筆サイン入り色紙が抽選でもらえる Twitterキャンペーンを実施します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「イケメンシリーズ」7周年記念作品『イケメン源氏伝
げ ん じ で ん

 あやかし恋
こ い

えにし』、 
キャラクタービジュアル・豪華出演声優陣、ストーリー等を一挙公開！ 

~CV公開記念として 10日間連続でサイン入り色紙プレゼントキャンペーン決定！~ 
 

https://ikemen.cybird.ne.jp/title/genjiden/original/index.html
https://twitter.com/ikemen_genjiden
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◆全キャラクタービジュアルと豪華出演声優陣を初公開！ 
キャラクターデザインは、「イケメンシリーズ」では初の起用となる、人気イラストレーター藤 未都也さんが
手掛けています。また、そのキャラクターに息を吹き込む豪華出演声優陣も本日、初公開となりました。 

 
 
 
 

《 登場キャラクター&声優陣 》 
上段左から、玉藻【九尾の狐】（CV：田丸篤志）、平重衡（CV：市川蒼）、 
源頼朝（CV：福山潤）、梶原景時（CV：子安武人）、安達盛長（CV：三木眞一郎） 
下段左から、鞍馬【烏天狗】（CV：森川智之）、武蔵坊弁慶（CV：関智一）、 
源義経（CV：石田彰）、那須与一（CV：鈴木崚汰）、安倍泰親（CV：浪川大輔） 
 
 

 

▲人気イラストレーター、藤 未都也さんがデザインしたキャラクターたち！ 
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◆『イケメン源氏伝 あやかし恋えにし』公式 PV を公開！ 
奥 華子さんが歌う「恋の果て」が流れる、公式 PV を公開しました。 
公式 PV：https://youtu.be/cc3YcbwrniI  

 
◆公式サイトを大幅アップデート！ 
『イケメン源氏伝 あやかし恋えにし』の鎌倉時代を舞台に繰り広げられる魅力的なストーリーや、10人
のキャラクターの詳細等の情報を一挙に公開しておりますので、こちらも是非ご覧ください。 
公式サイト：https://ikemen.cybird.ne.jp/title/genjiden/original/index.html 
 
◆Twitterキャンペーンを１０日間連続で開催！ 
担当声優の公開を記念して、公式 Twitter（https://twitter.com/ikemen_genjiden）をフォ
ローし、指定のツイートをリツイートしていただくと、出演声優の直筆サイン入り色紙を抽選で各 3名様に
プレゼントするキャンペーンを１０日間連続で開催します。 
 
■10名の出演声優の直筆サイン入り色紙をプレゼント！ 
（1 名の声優につき 3名様） 
キャラクター名 担当声優 応募期間 
源頼朝 福山潤 6月 14日(金)～6月 28日(金) 

梶原景時 子安武人 6月 15日(土)～6月 29日(土) 

安達盛長 三木眞一郎 6月 16日(日)～6月 30日(日) 

平重衡 市川蒼 6月 17日(月)～7月 1日(月) 

源義経 石田彰 6月 18日(火)～7月 2日(火) 

武蔵坊弁慶 関智一 6月 19日(水)～7月 3日(水) 

那須与一 鈴木崚汰 6月 20日(木)～7月 4日(木) 

玉藻【九尾の狐】 田丸篤志 6月 21日(金)～7月 5日(金) 

鞍馬【烏天狗】 森川智之 6月 22日(土)～7月 6日(土) 

安倍泰親 浪川大輔 6月 23日(日)～7月 7日(日) 

【応募方法】 
①公式 Twitter（https://twitter.com/ikemen_genjiden）をフォロー 
②指定のツイートをリツイートしていただくと、応募完了となります 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/ikemen_genjiden
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◆2大事前登録キャンペーンも継続して実施中 
また、『イケメン源氏伝 あやかし恋えにし』公式 LINE＠、公式 Twitter、公式サイトのメルマガ登録のいず
れかにて事前登録いただいたお客様に向けたキャンペーンも継続して実施中です。 
事前登録者数に応じてがちゃ札や、キャラクターを演じる声優陣“全員”のサイン色紙（抽選で 1名）などの
豪華グッズや、イケメンシリーズユーザー限定の特典がもらえます。 
 
①事前登録者数 7万人達成で豪華アイテムをプレゼント 
事前登録者数 プレゼント内容 
1万人突破 達成済 がちゃ札 1回分、どら焼き×１※1 
3万人突破 達成済 がちゃ札＋2回分、LINE@ボイス公開、背景アバター（あぜ道） 
5万人突破 達成済 がちゃ札＋3回分、真珠×500、主人公の着物（マイアバターセット）※2 
7万人突破 がちゃ札＋4回分、出演声優色紙セット（全キャラ分）、どら焼き×５※３ 
※1.どら焼きは体力回復アイテムとなります。 
※2.真珠はゲーム内通貨となります。 
※3.サイン色紙は抽選で 1名様に全キャラセットでのプレゼントとなります。 
 

・実施期間： 2019年 3月 12日(火)12:00～サービスリリース 
 
②イケメンシリーズユーザー限定でゲーム内アイテムをプレゼント 
2019年 6月 14日(金)～6月 30日(日)の期間に、事前登録者数合計 77,777人を達成する
と、既にリリースされている「イケメンシリーズ」対象 10 タイトルをプレイしている方全員に、各タイトルにて使
用できるアイテム「衣装保存アイテム&物語券」をプレゼントします。 
 
・対象タイトル：『イケメン王宮◆真夜中のシンデレラ』、『新章イケメン大奥◆禁じられた恋』、『イケメン
夜曲◆ロミオと秘密のジュリエット』、『イケメン幕末◆運命の恋』、『100 日間のプリンセス◆もうひとつの
イケメン王宮』、『スイートルームの眠り姫◆セレブ的 贅沢恋愛』、『イケメン戦国◆時をかける恋』、『イケ
メン革命◆アリスと恋の魔法』、『イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑』、『イケメンライブ 恋の歌を
キミに』の計 10 タイトル 
 
・アイテム配布日：2019年 7月 3日（水）18時以降 ～ 7月 9日(火) 
※アイテムの受け取り期間は 2週間となっておりますのでご注意ください。 
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◆主題歌 
実力派シンガーソングライターの奥 華子さんが歌う「恋の果て」が主題歌に決定致しました。『イケメン源氏伝 
あやかし恋えにし』の世界観を見事に表現したこの曲は、3月 20日（水）にリリースされた自身 10枚目となる
最新アルバム「KASUMISOU」に収録されています。 
 
【プロフィール】 
シンガーソングライター  
千葉県船橋市出身 
路上ライブをきっかけに 2005年にメジャーデビュー。 
アニメーション版映画「時をかける少女」の主題歌 
「ガーネット」で注目を集める。 
聴いた瞬間から心に染み入るメロディと歌詞、失恋を歌ったバラード
からコミカルな CM ソングまで、まっすぐな歌声は 
老若男女問わず幅広い世代の人から支持を集めている。 
最新アルバム「KASUMISOU」を 3/20 にリリース。 
5月から全国 28箇所に渡る弾き語り全国ツアーも絶賛開催中。 
 
オフィシャルウェブサイト：http://okuhanako.com/ 
Twitter           :@okuhanako 
「KASUMISOU」全曲トレーラー：https://youtu.be/P2YlaoAVmKY?t=112 
 
 
◆『イケメン源氏伝 あやかし恋えにし』とは 
――時は鎌倉時代、1192年。 
征夷大将軍、源頼朝に滅ばされたはずの弟、源義経は、あやかしの力を得て生きていた。 
ある日、薬師であるあなたは 
傷ついた狐を助けた直後、頼朝と義経の戦いに巻きこまれてしまい…… 
「お前の魂は美しい。よって、この俺と契ることを許そう」 
何と、助けた狐は妖狐だった……！ 
彼に取り憑かれ、不思議な力で危機を脱したあなた。 
その力のせいで、頼朝率いる幕府から協力を求められ、 
義経率いる反乱軍と戦うことになり……！？ 
 
 
 
 
 
 
 

http://okuhanako.com/
https://youtu.be/P2YlaoAVmKY?t=112
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■配信概要 
名 称  イケメン源氏伝 あやかし恋えにし 
情 報 提 供  株式会社サイバード 
公 式 サ イ ト https://ikemen.cybird.ne.jp/title/genjiden/original/index.html 

公式 Twitter https://twitter.com/ikemen_genjiden 
公式 LINE@   LINE友だち検索で「イケメン源氏伝」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（https://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 9月 
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 
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