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『イケメン革命◆アリスと恋の魔法』４周年記念 WEB サイトオープン！
秋葉原 BAY HOTEL コラボや記念キャンペーンがスタート
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、以下「サイバ
ード」）は、全世界でのシリーズ累計会員数 3,000 万人を誇る女性向け恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」
の人気タイトル『イケメン革命◆アリスと恋の魔法』が、2020 年 10 月 20 日（火）に 4 周年を迎えま
す。これを記念して、４周年記念 WEB サイトがオープンし、「4 周年記念彼カードガチャ」を始めとする、
さまざまなキャンペーンがスタートします。

■『イケメン革命◆アリスと恋の魔法』４周年記念 WEB サイトがオープン！
2020 年 10 月 20 日（火）で４周年を迎えることを記念して、特設 WEB サイトが、9 月 30 日
（木）16 時よりオープンします。記念キャンペーンの詳細は、順次公開予定です。どうぞお楽しみに！
◆4 周年記念 WEB サイト
https://ikemen.cybird.ne.jp/title/kakumei/4th/index.html

■「4 周年彼カードガチャ」が開催！
アプリ内にて、「4 周年記念彼カードガチャ」が、9 月 16 日（水）より開催。周年記念の衣装に身を包
んだ彼らが、“動く彼カード”として新登場します。
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◆新規彼カード
君は俺の世界を変えたんだ(ヨナ)
あなたが……大好きです(ルカ)
大事な記念日なんだもの(セス)
君のこと、骨抜きにしてあげる(ダリム)

開催期間：9 月 16 日（水）16：00 ～ 10 月 12 日（月）16：00

■「秋葉原 BAY HOTEL」とのコラボが予約受付中！
『イケメン革命◆アリスと恋の魔法』の 4 周年を記念して、秋葉原 BAY HOTEL にてコラボが実施決
定しました。オリジナルノベルティやコラボユニットなど盛りだくさんで、前回大好評だったデイタイムプランもご
用意しています。是非 4 周年を秋葉原 BAY HOTEL でお祝いしてください。

◆実施ホテル
秋葉原 BAY HOTEL
住所：〒101-0022 東京都千代田区神田練堀町 44-4
https://www.bay-hotel.jp/akihabara/
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◆実施期間
10 月 19 日（月）～11 月 9 日（月）
◆予約受付日
【宿泊プラン】 9 月 4 日（金）19：00～
【デイプラン】 9 月 18 日（金）19：00～
＜宿泊プランのご予約＞ https://www.bay-hotel.jp/news/92
※お一人様、1 回の申し込みにつき、「お一人様２室２泊まで」とさせていただきます。
※お電話での予約は受付しておりませんので予めご了承くださいませ。
※過去のコラボ企画にて無断キャンセルや多量のキャンセル履歴がある方はご予約をお断りする場合がご
ざいますので、予めご了承ください。
◆コラボ内容
【宿泊プラン企画内容】
・キャラクター「17 名」のコラボユニットを用意
・宿泊特典 2 種類の「ノベルティグッズ」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 17 種・ランダムでのプレゼント）／「A5 クリアファイル」1
枚（全 1 種） ※コラボ企画プランで宿泊されたお客様にもれなくプレゼントいたします。
・新作グッズを販売
・コラボラウンジをご用意
・当たり部屋企画
1 日 1 人だけ「第 4 弾コラボ特定 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に実
施いたします。
■美容院「prize（プライズ）」とのコラボが開催決定！
『イケメン革命◆アリスと恋の魔法』4 周年の取り組みとして、実力派美容院「prize（プライズ）」「agir
hair（アジールヘアー）」とのコラボが開催決定しました。『イケメン革命◆アリスと恋の魔法』に登場する
キャラクターのキャラカラ―をモチーフにし、日常生活でも取り入れやすいデザインとなっています。この機会
に憧れの彼の色に染まってみてください。また、対象店舗では等身大パネルの設置も実施します。
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◆開催期間
10 月 7 日（水）～ 12 月 31 日（木）
◆コラボメニュー紹介
総勢 17 名のキャラクターとアリスをモチーフとした、全 18 種類のヘアカラーと 1 種のヘアアレンジのコラボ
メニューをお楽しみいただけます。
◆料金
全コラボメニュー
・カット＋カラー＋トリートメント 9,980 円（税込）
・カラー＋トリートメント 8,250 円（税込）
・カラー 5,940 円（税込）
※それぞれブリーチが必要な場合ブリーチ ＋7,150 円（税込）
・ヘアアレンジ 3,300 円（税込）
◆開催店舗
prize Iris（プライズ アイリス）池袋東口店、prize 池袋西口店、prize 錦糸町店、prize 表参
道/原宿店、prize 恵比寿西口店、agir hair 池袋東口店、agir hair 所沢プロペ通り店、agir
hair 上野店、agir hair 赤羽南口店、agir hair 北千住店
※上記以外の店舗では美容院コラボは開催しておりません。ご了承ください。
◆来店方法
ご予約ページにてコラボメニューを選択し、ご来店日を指定してください。
◆店舗予約ページ
・prize Iris 池袋東口店
https://beauty.hotpepper.jp/slnH000380134/coupon/PN6.html?subMenuFlg=1
・prize 池袋西口店
https://beauty.hotpepper.jp/slnH000132205/coupon/PN6.html?subMenuFlg=1
・prize 錦糸町店
https://beauty.hotpepper.jp/slnH000195939/coupon/PN5.html?subMenuFlg=1
・prize 表参道/原宿店
https://beauty.hotpepper.jp/slnH000361571/coupon/PN5.html?subMenuFlg=1
・prize 恵比寿西口店
https://beauty.hotpepper.jp/slnH000449725/coupon/PN4.html?subMenuFlg=1
・agir hair 池袋東口店
https://beauty.hotpepper.jp/slnH000333997/coupon/PN5.html?subMenuFlg=1
・agir hair 所沢プロペ通り店
https://beauty.hotpepper.jp/slnH000418669/coupon/PN4.html?subMenuFlg=1
・agir hair 上野店
https://beauty.hotpepper.jp/slnH000470758/coupon/PN5.html?subMenuFlg=1

NEWS LETTER
・agir hair 赤羽南口店
https://beauty.hotpepper.jp/slnH000496352/coupon/PN4.html?subMenuFlg=1
・agir hair 北千住店
https://beauty.hotpepper.jp/slnH000496944/coupon/PN5.html?subMenuFlg=1
◆prize（プライズ）公式サイト
https://prize-hair.com/ent/
■『イケメン革命◆アリスと恋の魔法』概要
「イケメンシリーズ」の人気作で、「不思議の国のアリス」の世界観に、敵対する“赤の軍”と“黒の軍”の
ドラマティックな抗争を盛り込んだ、シリーズ初の本格ファンタジーです。
下野 紘、諏訪部 順一、花江 夏樹、柿原 徹也、岡本 信彦などの豪華声優陣が、壮大で奥深
いストーリーに登場する 17 名の魅力的なキャラクターのボイスを担当しています。また、ストーリー演出や
マイページ、アバターなどおなじみのゲーム機能が様々な進化を遂げています。
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■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/）
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代 表

者：代表取締役社長 兼 CEO 本島 匡
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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。
＜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
E-Mail： press@cybird.co.jp
＊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。

