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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 3,500 万人を誇る女性向け恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」スタ

ッフが贈る、初の実写映画作品『ナポレオンと私』（配給 ENBU ゼミナール）の公開を記念し、原作アプ

リ『イケメンヴァンパイア◆偉人たちの恋の誘惑』にて、アナザーストーリーを公開します。 

また 7 月 3 日（土）に、『ナポレオンと私』公開記念舞台挨拶が池袋 HUMAX シネマズ、渋谷

HUMAX シネマにて開催決定しました。舞台挨拶のチケットは、6 月 25 日（金）より販売開始します。 

 

■『イケメンヴァンパイア◆偉人たちの恋の誘惑』のアプリ内にて、実写版アナザーストーリー公開！ 

▲（左）ナポレオンとの「とある雨の日の物語」 

（右）岩田先輩との「とある虹の日の物語」 

 

原作『イケメンヴァンパイア◆偉人たちの恋の誘惑』アプリ内の『ナポレオンと私』告知ページにて、映画

鑑賞前でも、鑑賞後でも楽しんでいただける、実写版アナザーストーリーを公開中です。主人公春子の

目線からナポレオンを見つめた、ナポレオンとの「とある雨の日の物語」と、春子が憧れている岩田先輩との

「とある虹の日の物語」の 2 種類のアナザーストーリーを公開中です。 

大人気恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」スタッフが贈る初の実写映画 

『ナポレオンと私』実写版アナザーストーリーを公開 

～7/3 に武田 梨奈、濱 正悟、染谷 俊之参加の公開記念舞台挨拶も開催決定～ 
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＜アナザーストーリーのあらすじ＞ 

人生には色んな空模様があるけれど、私・大原春子には空を見上げる時に思い出す２人がいる―。 

これは奇妙な同居生活を始めたばかりのナポレオンとの“とある雨の日の物語”と、ずっと憧れ続けている

岩田先輩との“とある虹の日の物語”。 最後に私の心に残る人は……一体、誰なんだろう。 

傍で支え続けてくれるナポレオン(濱 正悟)、憧れ続けた岩田先輩(染谷 俊之)、あなたはどちらと恋をし

ますか？実写映画『ナポレオンと私」の公開に合わせて、是非実写版アナザーストーリーをお楽しみくださ

い。 

 

アナザーストーリーは、アプリ内『ナポレオンと私』告知ページをご確認ください。 

（アプリダウンロードはこちらから） 

App Store：https://goo.gl/m5WwYJ / Google Play：https://goo.gl/rnoMxf 

 

■『ナポレオンと私』公開記念舞台挨拶 概要 

 

（日程） 

2021 年 7 月 3 日（土） 

（時間） 

1. 本編上映 10:00～11:22 頃 / 舞台挨拶 11:30～12:00（上映後舞台挨拶） 

2. 舞台挨拶 12:30～13:00 / 本編上映 13:10～14:32 頃 （上映前舞台挨拶） 

3. 本編上映 13:40～15:02 頃 / 舞台挨拶 15:15～15:45 （上映後舞台挨拶） 

（場所） 

1.2：池袋 HUMAX シネマズ シネマ 3 

東京都豊島区東池袋１丁目 22−10 ヒューマックスパビリオン 池袋サンシャイン 60 通り 6F 

3  ：渋谷 HUMAX シネマ 

渋谷区宇田川町 20-15 ヒューマックスパビリオン渋谷公園通り 4F 

（登壇キャスト） 

武田 梨奈、濱 正悟、染谷 俊之、頃安 祐良監督 （予定） 

（チケット） 

価格：通常料金 

2021 年６月 25 日（金）0 時より劇場オンライン販売中 

https://goo.gl/m5WwYJ
https://goo.gl/rnoMxf
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1.2：池袋 HUMAX シネマズ 

PC：https://cinema.humax-cinema.co.jp/cgi-bin/pc/site/det.cgi?tsc=31000&ymd

=2021-07-03 

スマホ：https://cinema.humax-cinema.co.jp/cgi-bin/sp/schd/ttl_list.cgi?tsc=31000

&ymd=2021-07-03 

 

3  ：渋谷 HUMAX シネマ 

PC：https://cinema.humax-cinema.co.jp/cgi-bin/pc/site/det.cgi?tsc=32000&ymd

=2021-07-03 

スマホ：https://cinema.humax-cinema.co.jp/cgi-bin/sp/schd/ttl_list.cgi?tsc=32000

&ymd=2021-07-03 

 

※6 月 25 日（金）から、劇場窓口オープン時間よりチケットカウンターにて発売開始です。 

※特別共通券ほか各種割引、無料招待券、ムビチケは使用不可となります。詳細は各劇場にお問い

合わせください。 

 

■映画 『ナポレオンと私』概要 

出演   ：武田梨奈 

濱 正悟 

綾乃 彩 岡林佑香 

染谷俊之 

監督   ：頃安祐良 

脚本   ：鈴木規子 

エグゼクティブプロデューサー ：諸井伸吾 

プロデューサー  ：新井優衣香、市橋浩治 

ラインプロデューサー  ：田中佐知彦 

https://cinema.humax-cinema.co.jp/cgi-bin/pc/site/det.cgi?tsc=31000&ymd=2021-07-03
https://cinema.humax-cinema.co.jp/cgi-bin/pc/site/det.cgi?tsc=31000&ymd=2021-07-03
https://cinema.humax-cinema.co.jp/cgi-bin/sp/schd/ttl_list.cgi?tsc=31000&ymd=2021-07-03
https://cinema.humax-cinema.co.jp/cgi-bin/sp/schd/ttl_list.cgi?tsc=31000&ymd=2021-07-03
https://cinema.humax-cinema.co.jp/cgi-bin/pc/site/det.cgi?tsc=32000&ymd=2021-07-
https://cinema.humax-cinema.co.jp/cgi-bin/pc/site/det.cgi?tsc=32000&ymd=2021-07-
https://cinema.humax-cinema.co.jp/cgi-bin/pc/site/det.cgi?tsc=32000&ymd=2021-07-03
https://cinema.humax-cinema.co.jp/cgi-bin/sp/schd/ttl_list.cgi?tsc=32000&ymd=2021-07-03
https://cinema.humax-cinema.co.jp/cgi-bin/sp/schd/ttl_list.cgi?tsc=32000&ymd=2021-07-03
https://cinema.humax-cinema.co.jp/cgi-bin/sp/schd/ttl_list.cgi?tsc=32000&ymd=2021-07-03
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製作   ：サイバード 

制作プロダクション  ：ENBU ゼミナール 

制作協力  ：Ippo 

配給   ：ENBU ゼミナール 

公式サイト  ：https://napowata.com/ 

公式 Twitter  ：https://twitter.com/napowata_movie 

公式 Tiktok  ：https://www.tiktok.com/@napowata_movie 

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・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 

 

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