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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）が手掛ける、
累計会員数 2,500万人を誇る大人気恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」の最新作『イケメン源氏伝 あや
かし恋えにし』は、池袋オトメイトビル 4F「THEキャラ CAFE」と 12月 3日（火）から期間限定でコラ
ボカフェを開催します。各キャラをイメージしたコラボメニューや、カフェオリジナルグッズの販売も行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆コラボカフェ開催概要 
■タイトル 
『イケメン源氏伝 あやかし恋えにし × THE キャラ CAFE』 
 

■開催場所 
〒170-0013 東京都豊島区東池袋 1-23-5 
池袋オトメイトビル 4F THEキャラ CAFE 
座席数：32席 

イケメンシリーズ最新作『イケメン源氏伝
げ ん じ で ん

 あやかし恋
こ い

えにし』 
2019年 12月 3日(火)より『THEキャラ CAFE』とコラボカフェを開催！ 

～フードまたはデザートをご注文のお客様には、オリジナル特典を 1点プレゼント！～ 
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 ■開催期間 
2019年 12月 3日（火）～12月 19日（木） 

 
■ご利用時間帯 

(1) 10:00～11:30   (2) 10:30～12:00   (3) 12:00～13:30 
(4) 12:30～14:00   (5) 14:00～15:30   (6) 14:30～16:00 
(7) 16:00～17:30   (8) 16:30～18:00   (9) 18:00～19:30 
(10) 18:30～20:00  (11) 20:00～21:30  (12) 20:30～22:00 
※(1)、(2)の回は土・日・祝日のみとなります 
90分制となっており、各回 1～4名様にご入場いただけるチケットを事前販売しております。 
ラストオーダーは、フード終了 30分前、ドリンク終了 15分前となっております。 

 
■ご入店方法について 

2019年 11月 23日（土）10:00 より、 
2019年 12月 3日（火）～12月 19日（木）分の前売り券を販売いたします。 
セブン-イレブンが提供するチケットサービス"セブンチケット"でインターネットもしくは、 
セブン-イレブン店内のマルチコピー機にて来店希望日の 2日前まで販売しております。 
当日空席がある場合は、店舗オープン後より直接のご来店 
もしくはお電話（TEL: 03-6812-1020）にてご予約を承ります。 
※前売り券発売日は、変更となる可能性がございます。 

 
■前売り券について 
前売り券でご入場いただく場合は、 
お好きなコラボドリンクの引換券及び前売り券入場特典をお渡ししております。 
引換券にてご注文いただく場合も特典コースターをお渡ししております。 

●1名様入場チケット 
●2名様 or4名様入場チケット 
・1名様の場合「1名様入場チケット」から「1名様」を選択。1名様チケットが 1枚発行されます。 
・2名様の場合「2名様 or4名様入場チケット」から「2名様」を選択。2名様チケットが 1枚発行さ
れます。 
・4名様の場合「2名様 or4名様入場チケット」から「4名様」を選択。2名様チケットが 2枚発行さ
れます。 
※3名様以上でご入場の場合、お席が離れる場合がございます。 
※相席になる場合がございます。 

 
・1名様チケット 1,000円（＋消費税） 
・2名様チケット 2,000円（＋消費税） 
・4名様チケット 4,000円（＋消費税） 
・購入された前売り券及びその権利の定価以上での売買や、 
それを試みる行為を禁止とさせていただきます。 
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 ・万が一オークション等で定価以上でのお取引が認められた前売り券をお持ちの場合、 
その前売り券は無効とさせていただき、店内へのご案内をお断りする場合がございます。あらかじめご了
承ください。 

 
■お問合せ先 

THE キャラ CAFE :03-6812-1020 
 
■お支払いについて 
現金決済の他にクレジットカード(VISA, MasterCard) がご利用いただけます。 

 
■イベント特設ページ 

https://www.the-chara.com/html/page418.html 
 
■THE キャラ CAFE 公式 Twitter 

https://twitter.com/thechara_cafe 
※商品完売情報がある場合は THE キャラ CAFE 公式 Twitter にてお知らせさせていただきます。 

 
◆フードメニュー 

フードまたはデザートをご注文のお客様には、オリジナル特典を 1点プレゼント！ 
※ランダムでのお渡しになる為、絵柄はお選びできません。 
※特典のノベルティは会期途中に変更になる場合がございます 
 
 

https://www.the-chara.com/html/page418.html
https://twitter.com/thechara_cafe


 

 

NEWS LETTER 

 ◆『イケメン源氏伝 あやかし恋えにし』とは 
イケメンシリーズ 4年ぶりの日本史×恋愛をテーマにした作品です。物語は、平家を滅ぼした源頼朝が征
夷大将軍に任命された 1192年を舞台に、平凡な町娘だった主人公が、傷ついた小狐を拾い不思議な
力を得た事から展開していきます。鎌倉幕府、それに対立する反乱軍の戦に巻き込まれ、源頼朝、義経
の源氏兄弟をはじめ、那須与一や武蔵坊弁慶など総勢 10名の宿命背負う男たちとの恋愛をお楽しみい
ただける、壮大な恋物語です。 
 
◆ストーリー 
――時は鎌倉時代、１１９２年。 
征夷大将軍、源頼朝に滅ぼされたはずの弟、源義経は、あやかしの力を得て生きていた。 
ある日、薬師であるあなたは傷ついた小狐を助けた直後、頼朝と義経の戦いに巻き込まれてしまい…… 
「お前の魂は美しい。よって、この俺と契ることを許そう」 
何と、助けた狐は妖狐だった！彼に取り憑かれ、不思議な力を手に入れたあなたは―― 
源氏兄弟を中心に沸き起こる戦乱の中で、狂おしくも鮮やかな恋に落ちていく。 
 
◆総勢 10名の彼らと、豪華声優陣が出演！  
人気イラストレーター藤 未都也さんがキャラクターデザインを手掛け、キャラクターボイスを豪華声優陣が務
めます。 
《 登場キャラクター&声優陣 》 
源頼朝 (CV：福山 潤)、梶原景時 (CV：子安 武人)、安達盛長 (CV：三木 眞一郎)、 
平重衡 (CV：市川 蒼)、玉藻【九尾の狐】 (CV：田丸 篤志)、源義経 (CV：石田 彰)、 
武蔵坊弁慶(CV：関 智一)、那須与一 (CV：鈴木 崚汰)、鞍馬【烏天狗】(CV：森川 智之)、 
安倍泰親 (CV：浪川 大輔) 
 
◆ゲームの遊び方：特別なボイスを聴くことができる「カード」や「おでかけ」なども登場！ 
毎日無料で「1話」分ずつ読みすすめていくことができる「ストーリー機能」をメインに、お気に入りの彼をマイ
ページに設定することができる機能や、あなた
自身となるマイアバターと、彼アバターをおしゃ
れに着せ替えができる「アバター機能」、ミニゲ
ームとしてプレイできる「おでかけ機能」が搭載
されています。「カード」では、そのカード専用
のキャラクターのセリフや、特別なボイス、彼と
の甘いシチュエーションを描いたイラストなど、
ストーリーとはまた違った、彼の魅力をお楽し
みいただけます。 
 
■『イケメン源氏伝 あやかし恋えにし』概要 
名 称  イケメン源氏伝 あやかし恋えにし 
情 報 提 供  株式会社サイバード 
配信開始日  2019年 8月 20日 

▲左から「ストーリー機能」画面、「カード」画面、「おでかけ機能」画面 
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アクセス方法 App Store／Google Play で「イケメン源氏伝」で検索 
公 式 サ イ ト https://ikemen.cybird.ne.jp/title/genjiden/origin

al/index.html 
公式Ｔｗｉｔｔｅｒ https://twitter.com/ikemen_genjiden 

公 式 L I N E LINE友だち検索で「イケメン源氏伝」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 
 

 

https://twitter.com/ikemen_genjiden
mailto:press@cybird.co.jp

