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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、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」

の人気タイトルの舞台『イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑 THE STAGE』の楽曲が収録された

スマホ用音楽カード「SONOCA」2 種を、12 月 18 日（金）16 時より販売開始します。 

「イケヴァン総選挙 2019」において、「ナポレオン・ボナパルト（CV：島﨑信長）」の彼別公約「イケメ

ンヴァンパイア THE STAGE の曲を BGM で配信」が、いよいよ実現する運びとなり、アプリ内でのキャン

ペーンもスタートします。 

 
 

■「SONOCA」発売＆主題歌「Lucida」MV 公開 

『イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑 THE STAGE ～ Episode.0 ～』『イケメンヴァンパイア

◆偉人たちと恋の誘惑 THE STAGE ～ Episode.1 ～』の楽曲が収録されたスマホ用音楽カード

「SONOCA」2 種が、12 月 18 日（金）16 時より販売開始します。 

アプリと舞台の夢のコラボが実現し、主題歌の「Lucida」は、「ナポレオン・ボナパルト」のボイスを担当す

る声優・島﨑信長さんが歌唱。また、販売開始を記念し、「Lucida」の公式 MV も公開します。 

 

◆主題歌「Lucida」公式 MV： 

https://youtu.be/LpdpXzTTZyw 

『イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑 THE STAGE』 

楽曲配信決定＆「SONOCA」カード発売！ 

～「ナポレオン・ボナパルト(CV:島﨑信長)」歌唱の主題歌「Lucida」MV 公開～ 

https://youtu.be/LpdpXzTTZyw
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◆SONOCA『イケメンヴァンパイア THE STAGE ～ Episode.0 ～』 

 
仕様 ……SONOCA カード 1 種＋76mm 缶バッジ 1 個 

サイズ……SONOCA カード：タテ 86×ヨコ 54mm、缶バッジ：76mm 

収録動画：1 種（主題歌「Lucida」公式 MV） 

収録内容：全 10 曲 

01. Lucida  

02. Be revive 

03. 暗闇 

04. Imagination rules the world 

05. Never too late 

06. Lucida（メロディーなし ver.） 

07. Be revive（メロディーなし ver.） 

08. 暗闇（メロディーなし ver.） 

09. Imagination rules the world（メロディーなし ver.） 

10. Never too late（メロディーなし ver.） 

価格：2,200 円（税別） 

※「Lucida」以外の楽曲は楽器音でのメロディーとなります。 
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◆SONOCA『イケメンヴァンパイア THE STAGE ～ Episode.1 ～』 

 
仕様 ……SONOCA カード 1 種＋76mm 缶バッジ 1 個 

サイズ……SONOCA カード：タテ 86×ヨコ 54mm、缶バッジ：76mm 

収録内容：全 12 曲 

01. THE DIE IS CAST 

02. Q.E.D 

03. 凡庸なる罪人たち 

04. La neige 

05. LIVE UNTIL YOU DIE 

06. Fair is Foul, Foul is Fair 

07. THE DIE IS CAST（メロディーなし ver.） 

08. Q.E.D（メロディーなし ver.） 

09. 凡庸なる罪人たち（メロディーなし ver.） 

10. La neige（メロディーなし ver.） 

11. LIVE UNTIL YOU DIE（メロディーなし ver.） 

12. Fair is Foul, Foul is Fair（メロディーなし ver.） 

価格：2,600 円（税別） 

※01～06 の楽曲は楽器音でのメロディーとなります。 

 

◆EC サイト「nadema」販売ページ 

https://nadema.jp/shopbrand/vampire_sonoca 

※サイトメンテナンスなどで発売開始タイミングが遅れる場合がございます。 

https://nadema.jp/shopbrand/vampire_sonoca
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■アプリで記念キャンペーンスタート！BGM 付き彼カードが初登場 

販売開始を記念し、アプリ内で 12 月 19 日（土）16 時より「Lucida」BGM 付き彼カード 4 枚が

登場したダイヤガチャと、「Lucida」BGM 付きショートストーリーが楽しめるシナリオ販売を、期間限定で

開催します。 

BGM 付き彼カードは『イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑』初登場となります！ ショートストーリ

ーは『イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑 THE STAGE ～ Episode.0 ～』のパンフレットのみ

に掲載された限定ストーリーです。 

 
待望の「イケヴァン総選挙 2019」の「ナポレオン・ボナパルト」の彼別公約「イケメンヴァンパイア THE 

STAGE の曲を BGM で配信」が実現しました。『イケメンヴァンパイア THE STAGE』の世界をどうぞアプ

リ内でもお楽しみください！ 

 

■主題歌「Lucida」配信記念！島﨑信長直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン 

販売開始を記念して、公式 Twitter（https://twitter.com/ikemenvampire）をフォローのうえ

該当ツイートを RT いただくと、主題歌「Lucida」を歌唱する「ナポレオン・ボナパルト」役の声優・島﨑信

長さんの直筆サイン色紙が、抽選で 3 名様に当たるプレゼントキャンペーンを実施します。 

 
開催期間：2020 年 12 月 19 日（土）16：00 ～ 2021 年 1 月 16 日（土）23：59 

https://twitter.com/ikemenvampire
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■『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・津田健次郎氏・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 

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 

E-Mail： press@cybird.co.jp 

 

http://ikemen.cybird.ne.jp/of/title/vampire/original/index.html
https://twitter.com/IkemenVampire
https://www.cybird.co.jp/
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