
 

 

NEWS LETTER 
 

    
2019 年 8 月 1 日 

報道関係者各位 
株式会社サイバード 

 
  
  
 

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『イケメン戦国◆時をかける恋』と、プロ野球球団の東北楽天ゴールデンイーグルス（本社：宮
城県仙台市宮城野区、代表取締役社長 立花 陽三）の、初のコラボレーションにて、伊達政宗役の人
気俳優、加藤 和樹さんの録り下ろしボイスを試合演出に使用したコラボイベントを実施することが決定い
たしました！ 

宮城県仙台市といえば、『イケメン戦国◆時をかける恋』の登場キャラクターでもある「伊達政宗」ゆかり
の地。この仙台を本拠地とするプロ野球球団「東北楽天ゴールデンイーグルス」（以下楽天イーグルス）
との初コラボレーションを、9 月 7 日（土）と 9 月 8 日（日）の埼玉西武戦で開催！コラボスペシャル
チケットには、アクリルスタンドや缶バッジなどのオリジナルグッズと、オリジナルパネル撮影イベントの参加権
利がついてきます。またコラボ開催当日は、伊達政宗のキャラクターボイスを担当する人気俳優、加藤 和
樹さんの録り下ろしボイスで、試合を盛り上げます！ ※加藤 和樹さんのご来場はございません。 
 
■コラボイベント概要 
●スペシャルチケットについて 
・オリジナルパネル撮影イベントに参加可能！ 
楽天イーグルスの TOHOKU BLUE ユニフォーム（以下ユニフォーム）姿の伊達政宗等身大パネルや、
楽天イーグルスのキャップを被った可愛いミニキャラの織田信長、徳川家康、豊臣秀吉、明智光秀のミニ
パネルが、イベント会場で皆様をお出迎えします。さらに、イベント会場でしか聞くことができない「楽天イー
グルス伊達政宗 コラボ限定ボイス」もご用意しております！  

 
『イケメン戦国◆時をかける恋』×『東北楽天ゴールデンイーグルス』コラボ開催！  

～人気俳優 加藤 和樹さんの録り下ろし球場アナウンスや、ユニフォーム姿の武将等身大パネルも～ 
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・オリジナルコラボグッズ 
またスペシャルチケットには、楽天イーグルスのユニフォーム姿の伊達政宗や、楽天イーグルスのキャップを被
ったミニキャラのグッズがそれぞれ付いています。（チケット種類によって付属グッズは異なります。） 

※スペシャルチケットはなくなり次第終了となります。 
 
●伊達政宗役の加藤 和樹さんの録り下ろしボイスについて 
伊達政宗のキャラクターボイスを務める、アーティスト、俳優として活躍中の、加藤和樹さんに、当コラボレ
ーションのために、特別に録り下ろしていただいたボイスを球場で聞くことが出来ます。 
スタジアムにお越しいただいた方だけが聞くことの出来るスペシャルな「政宗」のアナウンスはファン必聴で
す！ 
【スタジアムアナウンス】 
コラボイベント開催期間中、特別な録り下ろしボイスで試合を盛り上げます！ 
※ボイスは 5秒～15秒程で、試合状況によって放送内容に変更がございます。 

 
【イベント会場内 特別ボイス】 
試合終了後に、スペシャルチケット購入者だけが入ることのできるイベント会場にて、「もし政宗が楽天イー
グルスの選手だったら？」という設定のボイスを聞くことができます。 
ぜひ「試合を終えた政宗の元を訪れる恋人」になりきって、特別ボイスをお楽しみください。 
 
※録り下ろしボイス放送タイミングなど、詳細は楽天イーグルス球団 WEB サイトにてご確認ください。 
https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/00002286.html 
 
●コラボイベント詳細 
日程 9 月 7 日（土）埼玉西武戦 14:00 試合開始 

9 月 8 日（日）埼玉西武戦 13:00 試合開始 
開催場所 楽天生命パーク宮城 
スペシャルチケット ①伊達政宗スペシャルチケット 

【特典】 
・伊達政宗オリジナルコラボグッズ 

https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/00002286.html
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 （アクリルスタンド 180mm、缶バッジ 76mm） 

・伊達政宗 オリジナルメッセージカード１枚 
・試合終了後 オリジナルパネル撮影イベント参加券 
 
【価格】 
・9 月 7 日（土）埼玉西武戦 6,000 円（税込） 
・9 月 8 日（日）埼玉西武戦 6,500 円（税込） 
②織田信長スペシャルチケット 
 徳川家康スペシャルチケット 
 豊臣秀吉スペシャルチケット 
 明智光秀スペシャルチケット  
【特典】 
・各武将ミニキャラオリジナルコラボグッズ 
（アクリルキーホルダー 110mm、ミニキャラ缶バッジ 57mm） 
・試合終了後 オリジナルパネル撮影イベント参加券 
 
【価格】 
・9 月 7 日（土）埼玉西武戦 4,500 円（税込） 
・9 月 8 日（日）埼玉西武戦 5,000 円（税込） 

楽天イーグルス球団 WEB
サイト 

詳しくは、楽天イーグルス球団 WEB サイトを 
ご確認ください。 
https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/00002286.
html 

 
 
【加藤 和樹】 プロフィール 
 
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 
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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（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://amb.ikemen-sengoku.jp/
http://ikemen.cybird.ne.jp/of/title/sengoku/original/
http://ikemen.cybird.ne.jp/of/title/sengoku/original/
https://twitter.com/Cyikemensengoku

