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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』と、『イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑』は、最新技
術を用いて制作する高精細デジタルアート作品を、2019年 12 月 6日（金）17時～12月 13日
（金）15時までの完全受注生産で公式通販サイト『nadema(ナデマ)』にて発売します。今年で 4周
年を迎えた『イケメン戦国◆時をかける恋』と、2 周年を迎えた『イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘
惑』の周年を記念して描き下ろしされた特別なイラストで、各作品 50 部限定のシリアルナンバー入りとな
ります。 

 
■高精細デジタルアートとは 
美しいイラストを、お部屋に飾ることの出来る高精細なアート作品にいたしました。国宝や重要文化財な
どのレプリカ製作にも使用されている最新技術を用いて、一枚ずつ印刷・額装・金属プレートにシリアルナ
ンバーをお入れしてお届けします。イラストの再現性はもちろんのこと、30～50年退色しません。 
 
■商品概要 
【受注予約期間】 
2019年 12月 6日（金）17時～12月 13日（金）15時 
 
【ラインナップ】 
▼A4サイズ 
『イケメン戦国◆時をかける恋』 
・織田信長 天下一彼氏 ver.  ・伊達政宗 天下一彼氏 ver. ・明智光秀 天下一彼氏 ver. 
・徳川家康 天下一彼氏 ver.  ・石田三成 天下一彼氏 ver. 
 
 
 

 

『イケメン戦国◆時をかける恋』『イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑』 

シリアルナンバー入り完全限定生産の高精細デジタルアートが登場！！ 
～イケメン戦国は 4周年、イケメンヴァンパイアは 2周年の周年記念描き下ろしイラストを使用！～ 
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『イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑』 
・ナポレオン・ボナパルト 2周年記念 ver.  ・ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト 2周年記念 ver. 
・レオナルド・ダ・ヴィンチ 2周年記念 ver.  ・アーサー・コナン・ドイル 2周年記念 ver. 
・アイザック・ニュートン 2周年記念 ver. 
 

 
 
▼A3サイズ 
『イケメン戦国◆時をかける恋』 
・4周年記念イラスト 
 
『イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑』 
・2周年記念イラスト 

 
 
【価格】 
A4サイズ：各 16,800円［税込］ 
A3サイズ：各 27,500円［税込］ 
 
【URL】 
公式通販サイト『nadema(ナデマ)』 
https://nadema.jp/ 
 

https://nadema.jp/shopbrand/digiart
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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     ・前田慶次 CV : ??? 
・直江兼続 CV : ??? 
 
■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 

 
 
『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 15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。2019年冬からは、物語の核心に迫っていく『禁断の第 2章』が始まり、新たな 
展開を見せて行きます。キャラクターボイスは、島﨑信長氏・豊永利行氏・木村良平氏・斉藤壮馬氏な
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。 
 
 
 
 

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

