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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）が手掛ける

累計会員数 2,500万人を誇る女性向け恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」の『イケメン戦国◆時をかける恋』
は、武内 駿輔さんがキャラクターボイスを務める、意地悪でミステリアスな信長の右腕"明智光秀 “の本
編ストーリーを本日、2019 年 6 月 20 日（木）より配信開始しました。また、配信を記念し、クリア条
件によってアバターアイテムなど様々な特典がもらえる光秀本編応援キャンペーンも同時開催中です。 
 

■明智光秀（CV：武内 駿輔）の本編ストーリーを本日 6月 20日より配信開始！ 
武内 駿輔さんがキャラクターボイスを務める、明智光秀は、本編ストーリー配信前にも関わらず、昨年の
【イケメン戦国総選挙】で上位に入賞した人気キャラクター。誰にも本心を見せてこなかったミステリアスな
彼の素顔が、いよいよ明かされます。また、"明智光秀“本編のあらすじをイラストやボイス付き動画でお楽
しみいただける、「明智光秀本編ダイジェスト PV」も絶賛公開中です。 
 

明智光秀の本編ダイジェスト PVはこちらから：https://youtu.be/SejyL9Kgvac 
 

＜光秀との恋のあらすじ＞ 
戦に怯える私の指南役を買って出てくれたのは、 
裏切りの噂が絶えない、織田信長の腹心。 

彼の恐ろしい秘密を知り、底なしの甘い罠にはまっていく。 
嘘で彩られ、偽りに覆い隠された、彼の真の望みとは？ 

 
「俺がどういう男かは、お前だけが知っていればいい」 

 
この男、惚れれば地獄。けれどもしも愛されたなら――？ 
イケメン戦国史上もっとも危険な恋、ついに解禁。 

 

『イケメン戦国◆時をかける恋』 
明智光秀（CV：武内 駿輔）の本編ストーリーを遂に本日 6月 20日より配信！ 

～年に一度の大イベント「イケメン戦国総選挙」＆初の Simeji コラボレーションも同時スタート！～ 
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■光秀本編応援キャンペーンを本日 6月 20日（木）より同時開催！ 
光秀本編ストーリー配信と同時に、本編応援キャンペーン「光秀本編応援キャンペーン」を、6 月 20 日
（木）より期間限定で同時開催中。期間中に光秀本編ストーリーを進めて一定条件をクリアすると、
様々な特典が手に入ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<光秀本編応援キャンペーンの特典> 

 
・キャンペーン期間： 6月 20日（木）12時～8月 18日（日）0時 
 
■第四回「イケメン戦国総選挙 天下分け目の東西合戦」開始！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

条件 特典内容 
6月 25日（火） 0:00 までに光秀を選択 衣装箱×1＋1000両 
7月 2日（火） 0:00 までに 5話読了 月白の輝く髪飾り 
7月 17日（水）  0:00 までに本編 1END クリア 藤色花が美しい帯 
8月 18日（日）  0:00 までに本編両 END クリア 爽明で上品な小袖 
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6 月 20 日（木）より、アプリ『イケメン戦国◆時をかける恋』内で、年に一度の大イベント「イケメン戦国
総選挙 天下分け目の東西合戦」を開催します。あなたのために奮闘する彼を、投票して応援してあげて
ください！投票した彼が見事１位に輝くと、その彼との甘い限定ストーリー＆スチルをプレゼントいたします。
また 1～3 位に輝いた彼には「新衣装」を公開し、新衣装姿の彼が登場するシナリオイベントも開催予定
です。さらにイケメン戦国総選挙の「総得票数」が 10,590,000 票突破で、四周年記念イラストを使用
した豪華な武将カードを全員にプレゼントいたします。 
 
・開催期間： 6月 20日（木）12時～6月 30日（木）23時 
 
＜公約を一部紹介！＞ 
順位 公約内容 
1位 1位に輝いた彼との甘い限定シナリオ＆スチルをプレゼントいたします。 
1位～3位 新衣装の彼を公開！ 

さらに新衣装の彼が登場するシナリオイベントを開催予定です。 
1位～5位 彼の「風呂上りスチル」をプレゼントいたします。 
1位～7位 アニメーション付き武将カードをプレゼントいたします。 
1位～10位 アニメーション付き「ミニキャラ花火の城アバター」をプレゼントいたします。 
11位～14位 彼のミニキャラぱふぇをプレゼントいたします。 
・開催期間： 6月 20日（木）12時～6月 30日（木）23時 
・投票方法：本編ストーリーを読み進めたり、ミニゲームをプレイすることで、「投票券」がもらえ、お気に入
りの彼に投票することができます。また、投票を行うことで、豪華アイテムや限定ストーリーがもらえます。 
 
＜総選挙限定の豪華特典をご用意！＞ 
投票券の累計所持数に応じてランキングが決定いたします。上位になった方には、昨年大好評だった名
前入り冠バッジ（缶バッジ）をプレゼントいたします。さらに他にもランクイン特典として、豪華なアバターを
ご用意しています。 ※詳細はゲーム内告知をご確認ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲名前入り冠バッジ（缶バッジ） 

▲ランクイン特典の豪華なアバター 
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＜総選挙ポスターランダムブロマイド発売＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さらにイケメン戦国総選挙の開催を記念し、総選挙ポスターランダムブロマイド（全 14種）を、全国のフ
ァミリーマート、サークルＫサンクス店舗に設置されているマルチコピー機のコンテンツプリントサービス「ファミ
マプリント」にて、6月 20日（木）より販売を開始します。 
 
＜概要＞ 
・商品名  ：イケメン戦国総選挙ポスターランダムブロマイド 
・販売期間：2019年 6月 20日（木）～7月 11日（木） 
・商品詳細：L判（200円）、2L判（300円）、A4（500円） 
・販売場所：全国のファミリーマート、サークルＫ、サンクス店内設置のマルチコピー機 

（※一部店舗を除く） 
 
■きせかえキーボードアプリ「Simeji」とのコラボレーションがスタート！ 

イケメン戦国初となる、大人気きせかえキーボードアプリ「Simeji」とのコラボレーションが 6 月 20 日（木）
12 時よりスタートします。今回のコラボレーションでは、「イケメン戦国◆時をかける恋」の登場キャラクター
である、織田信長のキャラクターイラストをキーボードに設定する事ができます。また、キータッチや特定のキ
ーワードを入力することで、織田信長のキャラクターボイスを担当する、杉田 智和さんの甘い「耳キュンボ
イス」が聴けたり、14 人のかわいいミニ武将たちがキーボード上に舞い降りてくる演出など、ご使用のスマー
トフォンをイケメン戦国色に染めることができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コラボレーション期間：6月 20日（木）12時 00分～7月 4日（木）23時 59分 
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●オリジナルきせかえ Get ミッション 
以下のミッションをクリアすると Simeji オリジナルのきせかえデザインをダウンロードできます。 
１）「Simeji」をスマホにダウンロード。（すでにダウンロードしている場合は不要） 
２）ゲーム「イケメン戦国◆時をかける恋」をダウンロード。（すでにダウンロードしている場合は不要） 
３）ゲームのプロローグ終了後に表示されるマイページ下部のコラボバナー、もしくは「イベント」ページにて
表示されるコラボバナーから、きせかえがダウンロードできます。 
 
（既に「イケメン戦国◆時をかける恋」をプレイ中の方は、マイページ下部のコラボバナー、もしくは「イベン
ト」ページにて表示されるコラボバナーからご利用いただけます。） 
※一部、当きせかえの利用可能期間は、適用より 180日間です。 
※当コラボきせかえは iPad非対応です。 
※Simeji の無料きせかえは、端末間での引き継ぎをサポートしておりませんので、アンインストールや機種
変更の際はご注意ください。 
 
「Simeji」コラボレーションの詳細はこちら：https://simeji.me/collabo/ikemen-sengoku/ 
 
『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 

https://simeji.me/collabo/ikemen-sengoku/
http://amb.ikemen-sengoku.jp/
http://ikemen.cybird.ne.jp/of/title/sengoku/original/
https://twitter.com/Cyikemensengoku
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■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  
創       立：1998年 9月 29日  
事 業 概 要：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 

mailto:press@cybird.co.jp

