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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『イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑』は、相模湖リゾート株式会社（神奈川県相模原
市、取締役社長 道本 晃一）が運営するレジャー施設「さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト」にて開
催される関東最大級のイルミネーション『さがみ湖イルミリオン』とのコラボレーションイベント「イケメンヴァンパ
イア in さがみ湖イルミリオン」を 2020年 1月 25日（土）から 3月 15日（日）まで開催します。 

 
◆『イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑』 × 『さがみ湖イルミリオン』 
関東三大イルミネーションに認定されている『さがみ湖イルミリオン』（神奈川県相模原市）とイケメンヴァン
パイアのコラボレーションが決定しました。コラボレーションでは、作品に登場するキャラクターたちとデートをして
いるかのような気分が味わえるフォトスポットが園内各所に出現し、イラストや思わずドキッとするようなセリフ
が施されたラッピング観覧車でロマンチックなひと時が過ごせます。さらに、イルミリオンの点灯アナウンスはウィ
リアム・シェイクスピア（CV：平川大輔）が担当し、その甘いボイスと共に 600 万球もの電飾が一斉に光
り輝く瞬間は必見です。 
また、園内レストラン「ワイルドダイニング」にて、イケメンヴァンパイアをイメージしたコラボフードが登場します。
メインの料理にはランダムポスターも付いてきます。園内売店「プレジャーステーション」では、コラボグッズも販
売いたします。普段遣いしやすいミニハンドタオルを始め、ファンにはたまらない描き下ろしデザインのブラインド
缶バッジ・アクリルキーホルダーを販売します。 
 

 

『イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑』  
関東三大イルミネーション認定『さがみ湖イルミリオン』とのコラボレーションが決定！ 
～偉人たちとイルミネーションデート気分が味わえるフォトスポットをはじめ、様々なコラボ企画を展開！～ 
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◆「イケメンヴァンパイア in さがみ湖イルミリオン」概要 
■開催概要 
日時：2020年 1月 25日（土）～3月 15日（日） 
場所：さがみ湖イルミリオン場内 
点灯時間：（1月）17:00 （2月）17:30 （3月）18:00 予定 
 
■どっちを選ぶ？２つのデートコース 
さがみ湖イルミリオンを舞台にキャラクターと、まるでデートをしているかのような
気分が味わえるフォトスポットが登場します。 
「光の花畑・アクアリウムコース」と「光の動物園コース」の 2 種類のコースがあ
り、全て巡ると 15人全員に会うことができます。 
 
＜SNS でプレゼントキャンペーン＞ 
キャラクターのコラボフォトスポットを撮影し、Twitter へ投稿すると抽選でプレゼントがもらえるキャンペーンを
実施します。 
応募者の中から抽選で 15名様にイケヴァンクリアファイル（5名様）またはプレジャーフォレストフリーパスペ
ア券（10組 20名様）をプレゼントします。 
期間：2020年 1月 25日（土）～3月 15日（日）※キャンペーン終了後の抽選となります。 
以下 3 ステップでエントリー。 
①イケ メ ン ヴ ァ ンパ イ ア（@IkemenVampire）と さ がみ湖 リ ゾー ト プ レジ ャ ー フ ォ レ ス ト
（@sagamikoresort）の公式ツイッターをフォロー 
②キャラクターのコラボフォトスポットを撮影 
③指定のハッシュタグ「＃イケヴァンイルミリオン」と一緒に Twitter にアップ 
※後日、ダイレクトメッセージにて@sagamikoresort から当選連絡いたします 
 
■シェイクスピア主催のイルミリオン点灯会 
ウィリアム・シェイクスピア（CV：平川大輔）がさがみ湖イルミリオンの 
点灯アナウンスを担当します。 
2019 年 8 月にアプリ内で実施された「イケヴァン総選挙 2019」のシェイクスピア
“彼別”公約、「演出したリアルイベントをご招待」が実現しました。 
甘いボイスとイルミリオンのきらめきがコラボレーションする点灯の瞬間を 
お見逃しなく。 
※毎日 点灯 1時間前、45分前、30分前、10分前、点灯時、閉園後にアナウンスいたします。 
 
■キャラクターとイルミリオンを一望できるコラボ観覧車 
期間中は、観覧車のゴンドラ限定 5台がイケメンヴァンパイア仕様になります。 
キャラクターとセリフがラッピングされたゴンドラに乗りながら、 
遊園地で一番高い標高約 420mからイルミリオンを一望できます。 
【料金】1回 600円 
※フリーパス使用可 ※ご乗車のゴンドラは選べません 

さがみ湖イルミリオン場内イメージ 

ウィリアム・シェイクスピア 
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■心も体もとろけるコラボフード 
さがみ湖イルミリオンのレストラン「ワイルドダイニング」では、イケメンヴァンパイアをイメージしたコラボフードも限
定販売します。メインにはバラの花びらを散らした可憐な「花びら舞い散るハンバーグシチューセット パン付
（ランダムポスター付）」、デザートの「愛がとろけるフォンダンショコラ（ランダムクッキー付）」、ドリンクの「ル
ージュホットココア（ランダムクッキー付）」を販売予定です。 

 
 
■オリジナルグッズ 
プレジャーステーションお土産売店にてコラボ限定グッズも販売します。今回のイベントのために描き下ろされ
た特別デザインの「ブラインド缶バッジ」「アクリルキーホルダー」に加え、オリジナルデザインの「ミニハンドタオル」
を販売します。数量限定生産です。 

 
 
 

■「イケメンヴァンパイア」ゲームアプリとの GPS連動キャンペーン 
さがみ湖イルミリオン内に設置しているbeacon(ビーコン）端末にお客様のスマホをかざしBluetoothを受
信してアンケートにご回答いただくと、後日、特別ボイス付き★5彼カード×5枚をプレゼントします！ 
※彼カードは 2020年 3月下旬までに「イケメンヴァンパイア」アプリ内の「プレゼント BOX」へお届け予定で
す。 
 
◆『さがみ湖イルミリオン』とは 
「さがみ湖イルミリオン」は、遊園地をはじめ、キャンプやバーベキュー場、日帰り温浴施設が揃う複合アウト
ドアリゾート「さがみ湖リゾート」にて開催される関東最大級のイルミネーションイベントです。園内の起伏や
斜面を活かしたダイナミックかつテーマ性に富んだイルミネーションは、夜の森の中で圧倒的なスケール感で光
り輝き、都心では味わえない幻想的な世界が広がります。 
 

画像はイメージです 

花びら舞い散るハンバーグシチュー 愛がとろけるフォンダンショコラ ルージュホットココア 
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■「さがみ湖イルミリオン 」 営業データ 
1 営業期間 
2019年 11月 2日（土）～2020年 4月 5日（日） 
※1/8～3/12 の期間は水・木曜定休 この期間以外は毎日開催 
2 営業時間 
16：00～21：00 ※最終入場は 20：30 まで（季節により変動あり）  
※点灯時間は１月までは 17時、2月以降は季節により異なります。 
※昼間からプレジャーフォレストにご入園の方は、イルミリオンをそのまま観覧できます。 

3 入場料金 
大人 1,000円 小人 700円 愛犬 700円 
4 住所 
神奈川県相模原市緑区若柳 1634 
5 交通 
車 ／【東京埼玉方面から】中央自動車道相模湖東出口から約 7分 
【横浜方面から】圏央道相模原ＩＣから約 15分、圏央道高尾山ＩＣから約 20分 
電車／ＪＲ中央本線相模湖駅下車三ヶ木行き約 8分プレジャーフォレスト前下車 
ＪＲ横浜線橋本駅（三ヶ木バスターミナル乗換え）相模湖駅行き約 50分プレジャーフォレスト前下車 
6 お問合せ 
さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト 0570－037－353 
http://www.sagamiko-resort.jp/ 
 
【新宿・横浜ほか首都圏主要駅から直行バス運行中】 
新宿駅・横浜駅など首都圏各地から「さがみ湖イルミリオン」に 
向かう直行バスを運行しております。 
往復バス乗車券とイルミリオン入場券セット券も販売中。 
【発着地】 
新宿駅・横浜駅・川崎駅・品川駅・町田駅・藤沢駅・さいたま新
都心駅 
https://www.sagamiko-resort.jp/illumillion/access/ 
 
■『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。 
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 

http://www.sagamiko-resort.jp/
https://www.sagamiko-resort.jp/illumillion/access/
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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

