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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、11月 29日（金）のニコニコ生放送特別番組「戦なま」
にて、今後のゲーム内展開についての重大発表を続々と行いました。発表内容をまとめてお伝えします。 

 
1.「イケメン戦国第二幕」続報発表！ 
◆第二幕の鍵を握る新武将『帰蝶』役の声優が決定！  
CV発表動画：https://youtu.be/TRZ7t5J91Ek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
帰蝶役には実力派声優「梶 裕貴」さんを起用。CV 発表動画では、帰蝶のボイスをいち早く聞くことがで
きます！ 
 
さらに、ゲーム内の第二幕特設ページでは、ゲーム内限定の帰蝶のボイスを聞くことができます。帰蝶は今
冬配信の「顕如本編」、及び、12 月 26 日（木）から開催される舞台「イケメン戦国 THE STAGE 
番外編～はじまりの物語～」にも登場が決定しており、今後も目が離せません！ 
CV 発表動画内で流れている、人気インストバンド SANOVA（サノバ）さんが手掛けた帰蝶のテーマソ
ング「乱世の蝶」にも注目です。 
 
 

 

『イケメン戦国◆時をかける恋』 
「イケメン戦国第二幕」続報を始め、今後の重大発表をまとめて公開！ 

～新武将初公開や、顕如本編配信日決定、真田幸村新ルート追加など続々発表！～ 
 

 

https://youtu.be/TRZ7t5J91Ek
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■SANOVA さんプロフィール 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
彗星の如く現れた、猪突猛進型!? 女性ピアニスト堀江沙知のピアノインストプロジェクト『SANOVA
（サノバ）』。 
和製ネオ JAZZ をテーマに、全曲ピアノの堀江が作曲をしており、郷愁あるメロディーと JAZZ プログレッシ
ブを融合したサウンドが特徴。2017年のプロジェクト結成と同時に 1st Album『Cloud９』をリリースし、
iTunes の JAZZ・Album チャートにおいて 2 ヶ月連続 1位、Song チャートでは 1,2,3位を独占する
など話題となる。2019 年には、彩の国さいたま芸術劇場にて 800 人ホール LIVE を成功させる。堀江
は JAZZ ピアニストとして様々なバンドのサポート等をする傍ら、MacBook を買った日から、自宅で試行
錯誤の末、打ち込みによる Live会場限定の自主制作 CDをリリースしていたが、工学部卒にも関わらず
メカ音痴で、打ち込み作業の限界を迎え、生身のドラム、ベースを迎え、ジャズ・ピアノ・トリオ編成を軸に
活動中。 
 
■オフィシャル HP：https://horie2.wixsite.com/sanova 
 
◆さらに、帰蝶に次ぐ第二幕の新武将を初公開！  

 
 
第二幕で登場する、帰蝶に次ぐ新武将は「前田慶次」「直江兼続」です。歴史に名を馳せた有名武将
の彼らがイケメン戦国の世界でどのように活躍するのか、ご注目ください！新武将 3 人を含めて、第二幕
は全 17人の武将たちでお送りします、続報をお楽しみに！ 
ゲーム内の第二幕特設ページも随時更新中！今回お知らせした内容に加えて、第二幕の物語の流れ
についても公開中なので、お見逃しなく！ 
 

https://horie2.wixsite.com/sanova
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2.顕如本編配信日決定＆ダイジェスト PV公開！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
「顕如(CV:新垣 樽助)」の本編配信が 12月 23日（月）に決定しました！ 
ゲーム内の特設ページでは、配信に向けて、本編のチラ見せストーリーや顕如をより深く知ることができるミ
ニストーリー「顕如の秘めた優しさ 10連発」を公開中です！ 
さらに、本編ダイジェスト PV も公開！配信日までお楽しみに！ 
 
顕如本編ダイジェスト PV：https://youtu.be/EFvv84f-L5Y 
 
3.真田幸村「永遠（とわ）の恋」ルート配信決定！ 
 
  
 
 
 
 
 
 
織田信長、伊達政宗に続いて、第 3弾の「永遠の恋」ルート配信が決定！ 
「永遠の恋」ルートとは、現在配信中の本編の「幸福な恋」「情熱の恋」に加えて、新たな彼との恋物語
が楽しめる追加エンディングです。続報は今後随時お知らせします！ 
 
4.ゲーム内で「京都ストーリーラリー」連動イベント開催！ 
11月 29日（金）から京都市内にて開催中の、GPS機能を使用したストーリーラリーイベント、「イケメ
ン戦国◆京をめぐる恋 武将たちの冬休み in京都～全員集合！ストーリーラリー」と連動した本編応援
キャンペーンをゲーム内で近日開催予定です。 
本編応援キャンペーン「西軍ご褒美旅行～京の夜はふたりきりで～」では、2019 年 6 月に開催された
「イケメン戦国総選挙」で勝利した西軍の武将たちが、現代の京都へご褒美旅行に出かけるストーリーを
楽しめます。本編応援キャンペーンのストーリーは、京都ストーリーラリーでゲットできるストーリーの「前日譚」
となっております。 
また、ストーリーラリーと本編応援キャンペーンのストーリーには、オズモールにてコラボ宿泊プラン販売中の
「京町家 小宿 nao 炬乃座 別邸 油小路」の実際のお部屋の背景が登場しますのでそちらもお見逃
しなく。（※大宮五条邸はストーリー内には登場しません） 

https://youtu.be/EFvv84f-L5Y
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ストーリーラリーと本編応援キャンペーン、二つ合わせて参加することで、武将たちとの京めぐりを余すところ
なく体験していただけます。 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さらに、「京都ストーリーラリー」と本編応援キャンペーンの連動特典もご用意！ 
①「京都ストーリーラリー」に参加して 1個以上の特典を取得 
②本編応援キャンペーン「西軍ご褒美旅行～京の夜はふたりきりで～」に参加 
①②の条件をどちらも達成したお客様に、イケメン戦国はじまりの場所である「本能寺」をモチーフにした背
景アバターをプレゼントいたします！プレゼントは、ストーリーラリー終了後、2020年 4月以降を予定して
おります。 
※「京都ストーリーラリー」は、AppStore版と GooglePlay ストア版のみで参加できます。 
 
■ストーリーラリーイベント 
「イケメン戦国◆京をめぐる恋 武将たちの冬休み in京都～全員集合！ストーリーラリー」： 
http://www.toei-eigamura.com/event/detail/254 

 
 
『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」な真田幸村など名だたる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 

・帰  蝶  CV : 梶 裕貴 

http://www.toei-eigamura.com/event/detail/254
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■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 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。 

＜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/
https://ikemen.cybird.ne.jp/title/sengoku/original/index.html
https://twitter.com/Cyikemensengoku
mailto:press@cybird.co.jp

