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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」）の、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『イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑』は、第 2 章の新キャラクターである「ヨハン・ゲオル

ク・ファウスト（CV：神尾 晋一郎）」の本編ストーリーを、本日 4 月 28 日（水）より配信開始しま

す。 

これを記念し、クリア条件によって特別ストーリーなど様々な特典がもらえるキャンペーンや、「ヨハン・ゲオ

ルク・ファウスト」のスチルイラストが入った QUO カードが抽選で 5 名様に当たる、Twitter キャンペーンも開

催。また、『シチュエーション CD 3rd Season〜ヨハン・ゲオルク・ファウスト編〜（初回限定盤）』の予約

を 4 月 30 日（金）から通販サイト「nadema」等の各種サイトにて開始します。  

 
 

■「ヨハン・ゲオルク・ファウスト（CV：神尾 晋一郎）」の本編を配信開始！ 

『イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑』では、神尾 晋一郎さんが CV を務める、天才博士×

鬼畜な「ヨハン・ゲオルク・ファウスト」の本編を、4 月 28 日（水）より配信開始します。「ヨハン・ゲオル

ク・ファウスト」は、2019 年冬より始まった禁断の第 2 章から登場した新キャラクターです。 2020 年

12 月に本編が配信された「ヴラド」に続き 2 番目の本編配信となります。 

「ヨハン・ゲオルク・ファウスト」本編のあらすじをお楽しみ頂ける、本編ダイジェスト PV は絶賛公開中で

す。また、PV には彼の「過去の姿」も登場！ 実際の本編でも登場しますので、プレイする前にぜひお

楽しみ下さい。 

『イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑』 

「ヨハン・ゲオルク・ファウスト（CV：神尾 晋一郎）」の本編ストーリー配信開始！ 

〜本編進めようキャンペーン「今夜は飴と鞭で愛して」も同時スタート！〜 
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本編ダイジェスト PV：https://youtu.be/B5XWK8eN3cg 

 

＜本編あらすじ＞ 

出逢いは最悪、いつも意地悪。大嫌いだったはずなのに 

冷徹さに隠された素顔に触れ、いつしか恋に堕ちていた。 

だから私は――あなたと一緒に運命に抗う。 

 

「運命であろうが神であろうが、誰にもあなたを渡しはしない。 

この先も私と共に生きなさい。……いいですね？」 

 

この恋は神様にだって奪わせない―― 

 

【プロフィール】 

天才博士×鬼畜 

ヨハン・ゲオルク・ファウスト 

誕生日：2 月 29 日 

CV：神尾 晋一郎 

 

教会に身を置く謎めいた神父。 

しかしその実態は、かつて悪魔と契約しあらゆる叡智を得たと噂される伝説の博士である。 

振る舞いは一見紳士的だが、生来の鬼畜で主人公に対する言動にも容赦がない。 

ヴラドに仕え、夜な夜なある研究をしているというが……？ 

 

さらに、アプリ内では本編配信を記念した特設ページを開設しました。「ヨハン・ゲオルク・ファウスト」役・神

尾 晋一郎さんのキャストインタビューや収録オフショットを期間限定で公開していますので、アプリ内をご確

認下さい。 

https://youtu.be/B5XWK8eN3cg
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■「ヨハン・ゲオルク・ファウスト」本編配信に合わせ、アプリ内イベント開催！ 

「ヨハン・ゲオルク・ファウスト」本編配信に合わせ、アプリ内では様々なキャンペーンを開催します。 

 

①本編進めようキャンペーン「今夜は飴と鞭で愛して」開催！ 

 
本編を読み進めたり、期間中にログインすることでもらえる「ハート」の数に応じて、さまざまなアイテムをゲッ

トでき、いつもより意地悪な彼らを楽しめる特別なストーリーを読むことが出来ます。飴と鞭を使い分ける彼

らに、身も心も溶かされて下さい。 

 

開催期間：2021 年 4 月 28 日（水）16:00 〜 5 月 5 日（水）23:00 

 

②本編ストーリー配信記念！ログインボーナスを実施！ 

最大 14 日間、豪華アイテムを GET できるログインボーナスを実施中です。 

 

開催期間：2021 年 4 月 28 日（水）16:00 〜 5 月 31 日（月）23:59 
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③「ヨハン・ゲオルク・ファウスト」の彼カードがダイヤガチャで確率 UP！ 

 
「ヨハン・ゲオルク・ファウスト」の美麗彼カードがダイヤガチャに登場します。開催期間中は「ヨハン・ゲオル

ク・ファウスト」の星 5 彼カードの出現率が上がっていますので、ぜひこの機会に手に入れてください。 

 

開催期間：2021 年 4 月 16 日（金）16:00 〜 5 月 5 日（水）16:00 

 

■「ヨハン・ゲオルク・ファウスト」本編配信記念 QUO カードプレゼントキャンペーン開催！ 

 
 

「ヨハン・ゲオルク・ファウスト」の本編配信を記念して、公式 Twitter（https://twitter.com/ikem

envampire）をフォローのうえ該当のツイートを RT 頂くと、吸血シーンスチルの QUO カード（1,000

円分）が抽選で【5 名様】に当たります。 

 

開催期間：2021 年 4 月 28 日（水）16:00 〜 5 月 19 日（水）23:59 

 

 

 

https://twitter.com/ikemenvampire
https://twitter.com/ikemenvampire
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■『シチュエーション CD 3rd Season〜ヨハン・ゲオルク・ファウスト編〜（初回限定盤）』4 月３

０日から予約開始！ 

 
ダミーヘッドマイク収録により臨場感あるセリフを楽しめるシチュエーション CD の、3rd Season がスター

トします。その第 1 弾として、『シチュエーション CD 3rd Season〜ヨハン・ゲオルク・ファウスト編〜（初

回限定盤）』が 6 月 16 日（水）に発売予定。ゲームでは描かれていない、ヒロインとの書き下ろしスト

ーリーをダミーヘッドマイクによる立体音響にてお楽しみください。 

初回限定盤には、キャラクターデザインを担当している、山田 シロ先生描き下ろしジャケットイラストを

用いた限定 76mm 缶バッジも付いています。また、発売に先駆け、4 月 30 日（金）から通販サイト

「nadema」やアニメイト、ステラワース等の各種サイトにてご予約を承ります。 

 

nadema 予約ぺージ（4/30 より公開）: https://nadema.jp/shopdetail/000000003034/ 

 

＜あらすじ＞ 

伯爵の手によってヴァンパイアとして蘇った１２人の偉人たちと、 

この世界に迷い込んだあなたは広大な屋敷で暮らしていた。 

 

平穏な日々が続いていく――ように思えたが。 

あなたの前に現れた、３人の危険なヴァンパイアたちが運命を狂わせてしまう。 

そして、あなたは今まで以上に禁断の恋にのめり込んでいくことになって……。 

 

これは慇懃無礼な神父にして天才博士、ヨハン・ゲオルク・ファウストとあなたの極上に甘い一日の物語。 

 

とびきり甘い意地悪をされる朝、教会で子どもたちに囲まれるひと時、告解室での秘め事、そして夜は―

―淫らで鬼畜な吸血。 

「あなたの血も……身も心も、奪っていいのは私だけ。そうですね？」 

ファウストと過ごす“とびきり”な時間は、全部あなただけのもの――。 

https://nadema.jp/shopdetail/000000003034/
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【商品情報】 

名称  ：『シチュエーション CD 3rd Season〜ヨハン・ゲオルク・ファウスト編〜（初回限定盤）』 

発売日：2021 年６月 16 日（水）  

品番  ：CYRC-0047 

価格  ：2,970 円（税込） 

キャスト：ヨハン・ゲオルク・ファウスト（CV：神尾 晋一郎） 

販売元：サイバード 

特典  ： 

▼初回限定盤特典 

ジャケットイラスト使用 76mm 缶バッジ 

▼nadema 各巻特典 

ジャケットイラスト使用 40mm スクエア缶バッジ 

▼ステラワース特典 

彼からのスペシャルメッセージカード 

▼ステラワース全巻購入特典 

全巻分台本集 

▼アニメイト特典 

書き下ろしメッセージ入りブロマイドセット（全巻購入特典） 

 

※ステラワースの全巻購入特典は、通信販売と店頭でバラバラにご購入されるとお付けすることができませ

ん。 

※特典はなくなり次第、終了となります。ご予約またはご購入いただいた順で特典をお付けします。 

 

■『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 

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

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 

 

https://www.cybird.co.jp/
mailto:press@cybird.co.jp

