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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」の人気タイトル『イケメンヴァンパイア◆偉人た
ちと恋の誘惑』は、本日 2019年 7月 31日（水）にサービス開始 2周年を迎えました。記念すべき
2周年当日の重大発表として、特報 PV を公開し、2019年冬より「禁断の第 2章」が始動することを
お知らせしています。人気ロックバンド「シド」との主題歌タイアップや、新キャラクター「ヴラド」の登場と、その
キャラクターボイスに若手実力派声優の「斉藤 壮馬」さんを起用するなど、新たなステージを迎えるイケメ
ンヴァンパイアにふさわしい情報を公開します。さらに、2周年記念アプリ内イベント「イケヴァン総選挙」の
実施も決定したほか、豪華 2周年企画も引き続き開催中です。 

◆特報 PV(動画)公開！ 2019年冬より「禁断の第 2章」が始動！ 
2 周年当日の重大発表として、新たなステージを迎えるイケメンヴァンパイアを堪能できる特報 PV を公開
し、2019年冬より「禁断の第 2章」を始動することが発表されました！ 主題歌タイアップを、人気ロックバ
ンドの「シド」が担当し、新たなイケメンヴァンパイアの世界観を見事に表現した楽曲を披露します。そして、
PV内では、新キャラクターの「ヴラド」が登場し、黒幕の一人と言われる彼のキャラクターボイスを、若手実力
派声優の「斉藤 壮馬」さんが担当します。 
 
特報 PVはこちらから：https://youtu.be/pIlGQu8rVPE 
 
 
 

 

『イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑』2周年当日重大発表！特報 PV公開！ 
ロックバンド「シド」が第 2章主題歌タイアップに決定！ 
新キャラクター「ヴラド（CV：斉藤 壮馬）」の情報も！ 

～タイアップ楽曲をアプリ内イベント『イケヴァン総選挙』で先行公開！豪華 2周年企画も好評開催中！～ 
 

https://youtu.be/pIlGQu8rVPE
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【第 2章とは？】 
これまで配信されてきた本編では、屋敷の偉人たちに敵対するライバル偉人たちが登場し、彼らを裏で操る
黒幕の影が見え隠れしていました。2 周年開始と共に本編配信決定が発表された「シェイクスピア本編」で
は、黒幕の正体が明らかになり、第 1章完結を迎える予定です。そして、第 2章では、新キャラクター「ヴラ
ド」を迎え、より過激にヴァンパイアたちに奪い合われる展開が繰り広げられます。新たな展開を迎える第 2
章の詳細情報は、アプリ内特設ページにてご覧いただけます。 
 
【ロックバンド「シド」が第 2章主題歌タイアップに決定！】 
人気ロックバンド「シド」の最新アルバム『承認欲求』に収録の楽曲『Blood Vessel』が第 2章主題歌に決
定しました！ 「2 周年特設サイト」では、ボーカルの「マオ」さんによるタイアップコメントを絶賛公開中です。
この楽曲は、9 月 4 日（水）の CD 発売に先駆け、8 月 7 日（水）よりアプリ内で開催される期間限
定イベント「イケヴァン総選挙」にて一曲全てを聴くことができます。また、本作の TVCM ソングとしてもオンエ
アを予定しています。本楽曲を収録した最新アルバム『承認欲求』は、9 月 4 日（水）より、【初回生産
限定盤 A（CD＋DVD）】、【初回生産限定盤 B（CD＋写真集）】、【通常盤（CD）】の 3 形態で
発売されます。 
 
■「2周年特設サイト」：https://ikemen.cybird.ne.jp/title/vampire/2nd/index.html 
 
【若手実力派声優「斉藤 壮馬」さんを、新キャラクター「ヴラド」役に起用！】 
特報 PV で初登場した第 2章のキーキャラクター『ヴラド』役には、若手実力派声優の「斉藤 壮馬」さんを
起用。公式サイト(https://ikemen.cybird.ne.jp/title/vampire/original/index.html)では、キ
ャストインタビューを公開中です。ヴラドは、第 1 章完結となる『シェイクスピア本編』から第 2 章に先駆けて
登場予定となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜新キャラクタープロフィール＞ 
・ヴラド（CV：斉藤壮馬） 
-絶対君主×純粋なる狂気- 
美しい風貌をした男性。その正体は永遠の時を生きる純血種のヴァンパイアである。伯爵の古くからの友人
であったが、数百年前に袂を分かつ。その理由には、彼の大いなる野望が関係しているようで……？ 

 

https://ikemen.cybird.ne.jp/title/vampire/2nd/index.html
https://ikemen.cybird.ne.jp/title/vampire/original/index.html
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◆第 2章発表記念 Twitterキャンペーン第 1弾 
「ヴラド役 斉藤 壮馬さん サイン色紙 RTキャンペーン」を開催！ 

 
第 2 章発表を記念し、Twitter キャンペーンを、2019 年 7 月 31 日(水)12:00 から 8 月 14 日
(水)23：59 まで実施します！ 第 1弾キャンペーンでは、公式 Twitter (http://ur0.work/UJ0z)を
フォローのうえ該当ツイートをRTいただくと、ヴラド役の斉藤 壮馬さんの直筆サイン色紙が抽選で【2名様】
に当たります。 
 
◆2周年アプリ内キャンペーンに関する新情報を公開！ 
①「2周年ありがとう！ログインボーナス」を開催！ 
お客様への日頃の感謝の気持ちを込めて、通常のログインボーナスのほかに「2 周年ありがとう！ログインボ
ーナス」を、2019 年 7 月 31 日（水）0:00 から 8 月 31 日（土）23:59 まで開催中です。期
間中にログインすると、合計 14日間、彼カードやガチャメダルなどの豪華アイテムがもらえます。 
 
②キャラクター人気投票「イケヴァン総選挙 2019」の実施が決定！ 
昨年大好評だった、「イケヴァン総選挙」を今年も 2019 年 8 月 7 日（水）16:00 から 8 月 21 日
(水)21:00 まで開催します。開催に先がけ、特設ページをアプリ内で 7月 31日（水）12:00 より公開
しています。本総選挙では、総投票数を競う「総合ランキング」の他に、甘やかされたい男/罵られたい男/
抱かれたい男の 3 部門に分かれた「部門別ランキング」があります。投票したキャラクターがランキング上位
に輝くと、豪華な企画が実施されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ur0.work/UJ0z
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【ご参考】 
◆シド プロフィール 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2003 年結成。マオ（vo）、Shinji（g）、明希（b）、ゆうや（ds）からなる 4 人組ロックバンド。
2008年、TV アニメ『黒執事』オープニングテーマ「モノクロのキス」でメジャーデビュー。 
2010年の東京ドーム公演では 4万人を動員。 
結成 10周年となった 2013年には、初のベストアルバムをリリースし、オリコンウィークリー1位を獲得。 
同年、横浜スタジアムで 10周年記念ライブを開催、夏には初の野外ツアーで 4都市 5公演で 5万人を
動員し大成功を収める。 
2014 年には香港・台湾を含む全国ツアーも開催。2016 年 1 月にはベストアルバム『SID ALL 
SINGLES BEST』をリリース。 
2017年 5月には両日ソールドアウトの中、日本武道館 2days公演を実施。成功を収める。 
2018年はバンド結成 15周年＆メジャーデビュー10周年のアニバーサリーイヤーとして、 
計 50本以上にも及ぶ全国ライブハウス公演やアジアツアーを行ったのち、 
2019年 3月にグランドファイナルとして横浜アリーナ公演を大成功に終えた。 
その後も、メンバーズクラブ限定ツアーやコラボレーションツアーを行うなど、精力的に活動し、 
9月には 2年ぶりとなるアルバム「承認欲求」をリリースし、全国ホールツアーを開催する。 
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■『イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑』概要 
本アプリは、ヴァンパイアとして生まれ変わった、ナポレオン、モーツァルト、レオナルド・ダ・ヴィンチなど、歴史
に名を残す偉人たち総勢 12名が運命の恋の相手となり、「イケメンシリーズ」史上最も激しく甘いラブス
トーリーを描いています。キャラクターボイスは、島﨑信長氏・豊永利行氏・津田健次郎氏などの豪華声
優陣のほか、2.5次元舞台で活躍する俳優・荒牧慶彦氏や染谷俊之氏などが担当します。 
名称 イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑 
情報提供 株式会社サイバード 
配信開始日 2017年 7月 31日 
アクセス方法 App Store／Google Play で「イケメンヴァンパイア」で検索 
価格 基本プレイ無料、アイテム課金制 
公式サイト http://ikemen.cybird.ne.jp/of/title/vampire/original/index.html 
公式Ｔｗｉｔｔｅｒ https://twitter.com/IkemenVampire 
公式 LINE LINE友だち検索で「イケメンヴァンパイア」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 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 

http://ikemen.cybird.ne.jp/of/title/vampire/original/index.html
https://twitter.com/IkemenVampire
mailto:press@cybird.co.jp

