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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『イケメン戦国◆時をかける恋』は、銀座 博品館劇場での舞台「イケメン戦国 THE 
STAGE 番外編～はじまりの物語～」の上演にあわせてカプセルユニット型ホテル「日本橋室町ベイホテ
ル」とのコラボレーションを、2019年 12月 20日（金）から 2020年 1月 27日（月）の期間限定
で実施します。 

 
 

今回で 5 回目となる BAY HOTEL とのコラボレーションでは、全キャラクター14 名のコラボユニット(ルー
ム)や共有コミュニティラウンジなどが、本アプリの世界観に合わせて装飾がされているほか、宿泊者様限定
で購入できるグッズ販売や、1 日 1 人だけに素敵な IC カードステッカー1 枚が当たるキャンペーンを実施
します。また、ご宿泊した方には、アクリルスタンド付ボトルキャップ 1 個(全 14 種・ランダムでのプレゼント)
と A5 サイズクリアファイル 1枚(全 2種・ランダムでのプレゼント)の 2種類のノベルティグッズがもれなくプレ
ゼントされます。 
 
■イケメン戦国◆時をかける恋×東京日本橋室町 BAYHOTEL コラボレーション概要 
◇開催期間：2019年 12月 20日（金）から 2020年 1月 27日（月） 
◇開催場所：東京日本橋室町 BAY HOTEL 5階女性フロア（14ユニット限定） 

〒103-0027東京都中央区日本橋 2-4-7 
◇予約方法：ホテル公式サイト（URL：https://www.bay-hotel.jp/news/62）にて 

ご予約いただけます。 
■（新装飾ユニット予約）11月 1日（金）19時～ 
■（リバイバルユニット予約）11月 8日（金）19時～ 

 
 

 

『イケメン戦国◆時をかける恋』×「日本橋室町 BAY HOTEL」 
ご好評につきホテルコラボ第 5弾！を 12月 20日より開催！ 

～5階女性フロアを「イケメン戦国フロア」として展開！過去のコラボ企画の「リバイバルユニット」も！～ 
 

 

https://www.bay-hotel.jp/news/62
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◇コラボ内容◇ 
①イケメン戦国フロア：イケメン戦国に登場する全武将（14名）の部屋をご用意 
一人でも多くのファンにご宿泊いただけるように今回は規模を拡大して 5階女性フロアを「イケメン戦国フロ
ア」として展開します。本アプリに登場する全 14 名のイケメン武将の、スチルイラストなどで装飾した各コラ
ボユニットをご用意しています。さらに政宗ルームにはちょっとした良いことがあるかも…！？また、過去のコ
ラボ企画の側面パネルを使用した「リバイバルユニット」も展開します。 
※「新装飾ユニット枠」のご予約と「リバイバルユニット枠」のご予約は別になっています。 
※どちらもご予約時にユニットの装飾はお選びいただけませんので、予めご了承ください。 
 
②宿泊特典 2種のオリジナルグッズをプレゼント 
アクリルスタンド付ボトルキャップ１個（全 14種・ランダムでのプレゼント）と A5サイズクリアファイル 
１枚（全 2 種・ランダムでのプレゼント）の 2 種類のノベルティグッズを、ご宿泊いただいたお客様にもれ
なくプレゼントします。 
 
③期間限定ノベルティグッズをプレゼント 
◆12月 24日、25日にご宿泊の方に「ポストカードサイズステッカー1枚」をプレゼント！ 
◆12月 31日～1月 1、2、3日に、ご宿泊の方に「ポストカードサイズステッカー1枚」プレゼント！ 
 
④新作グッズの販売 
コラボ企画プランにご宿泊のお客様を対象に「新作グッズ」を販売します。グッズの詳細・販売に関する情
報は後日公開します。 
  
⑤交流スペースをご用意 
5 階フロア内に交流スペースをご用意。「交流ノート」や「メッセージボード」など皆様にお楽しみいただける
スペースとなっております。『イケメン戦国』や「イケメンシリーズ」のファン同士の交流の場としてお楽しみくだ
さい！ 
 
⑥光秀のおキツネ食堂 
1階ラウンジにイケメン戦国のアプリ内キャンペーンで登場した「光秀のおキツネ食堂」が出現！ 
※コラボ企画の宿泊者を対象にノベルティ付きコラボドリンクを展開予定。 
※設備の関係上、商品数、ノベルティに制限がございますので予めご了承ください。 
※ノベルティ＆コラボドリンクの内容は後日発表予定。 
 
⑦当たり部屋キャンペーン 
1日 1人だけに IC カードステッカー1枚が当たるキャンペーンをコラボ期間中展開します。 
詳しくはホテルの告知 POP をご覧ください。 
 
⑧SNS投稿キャンペーン 
「Twitter」「Instagram」に館内の「イケメン戦国」ホテルコラボに関する装飾などを画像付きで投稿して
いただいた方の中から抽選で「5名様」に【特製背景パネル】をプレゼントします！ 
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⑨舞台応援キャンペーン 
12月 25日（火）から 30日（月）の 6日間にご宿泊いただいた方限定で舞台「イケメン戦国 THE 
STAGE 番外編～はじまりの物語～」のチケット及びチケットの半券をホテルフロントへご提示いただきま
すとノベルティグッズの「A5 クリアファイル」をもう 1枚プレゼントします！（ランダムでのお渡しとなります） 
 
・舞台概要：http://legendstage.jp/ikemen-sengoku/ 
 
⑩抽選アンケートを実施 
コラボ企画プランでご宿泊のお客様を対象に抽選で「10 名様」に【特製背景パネル】が当選する抽選ア
ンケートキャンペーンを実施します。 
「特製背景パネル」の抽選に選ばれなかった方の中から「14名様」にミニパネルをプレゼントします！ 
※景品の【特製背景パネル】は SNS 投稿キャンペーン、抽選アンケートともに同じデザインのものとなりま
す。 
 
■「イケメン革命◆アリスと恋の魔法」コラボとの連動企画を開催 
「秋葉原 BAY HOTEL」で開催予定の『イケメン革命』コラボと『イケメン戦国』コラボの両方にご宿泊され
た方へ「ステッカー」を 1枚プレゼントします！ 
※「ノベルティグッズ」に＜宿泊カード＞が同封されていますので、各ホテルでチェックインの際にスタッフへお
渡しください。 
※＜宿泊カード＞と引き換えに「ステッカー」をお渡しいたします。 
 
 
『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 
・真田幸村 CV : 小野 賢章 
・徳川家康 CV : 増田 俊樹 
・石田三成 CV : 山谷 祥生  
・上杉謙信 CV : 三浦 祥朗 
・顕  如  CV : 新垣 樽助 
・今川義元 CV : 八代 拓 

・伊達政宗 CV : 加藤 和樹 
・豊臣秀吉 CV : 鳥海 浩輔 
・明智光秀 CV : 武内 駿輔 
・武田信玄 CV : 梅原 裕一郎 
・猿飛佐助 CV : 赤羽根 健治 
・森 蘭 丸 CV : 蒼井 翔太 
・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 

http://legendstage.jp/ikemen-sengoku/
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＜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 

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 https://ikemen.cybird.ne.jp/title/sengoku/original/index.html 
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：モバイルを軸としたコンテンツサービス/ゲームの提供、コンテンツビジネス支援、クロスメディ

アソリューションの開発/提供、モバイル/Web サイト構築、e コマース、次世代プラットフ
ォーム/テクノロジーの研究開発など。 

 
 
 
＊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。 
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