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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」

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』が、2021 年 7 月 31 日（土）にサービス

開始より 4 周年を迎えました。 

これを記念して、大人気男性ボーカルユニット「浦島坂田船」が担当する 4 周年記念ソングの MV 公

開や、第 2 弾オリジナルサウンドトラック、アニバーサリーペアネックレスの販売、SNS キャンペーンを実施し

ます。 

 

 

＜4 周年記念特設サイト＞

https://ikemen.cybird.ne.jp/title/vampire/4th/index.html 

 

■ 「浦島坂田船」が担当する 4 周年記念ソングの MV 公開！ 

 

『イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑』 

「浦島坂田船」が担当する 4 周年記念ソング MV 公開＆豪華記念グ

ッズ販売決定！ 

 

https://ikemen.cybird.ne.jp/title/vampire/4th/index.html
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ネットミュージックシーンで人気の男性ボーカルユニット「浦島坂田船」が担当する、『イケメンヴァンパイア

◆偉人たちと恋の誘惑』のゲームイラストを使用した 4 周年記念ソング「Ring」の MV が、4 周年特設サ

イトにて公開されました。 

また、8 月 14 日（土）16 時よりアプリ内で開催される期間限定イベント「イケヴァン総選挙 2021」

にて、一曲全てを先行で聴くことができます。そちらもお楽しみに！  

 
 

＜「Ring」MV＞https://youtu.be/0Ohau8MKLNg 

 

■第 2 弾オリジナルサウンドトラックが販売開始！ 

 
本日 7 月 31 日（土）より、アプリ内で使用されている楽曲 19 曲を収録した第 2 弾オリジナルサウ

ンドトラックの販売を、iTunes Store や Apple Music、Amazon、Google Play Music、LINE 

MUSIC、レコチョク他、各種音楽配信サイトにて開始しました。第 2 章や 4 周年イベントの楽曲が収録

されており、はまたけし氏による『イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑』の世界を彩る楽曲たちをいつ

でもお楽しみ頂けます。 

 

https://youtu.be/0Ohau8MKLNg
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【アルバム名】 

Vampire music collection 2nd（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』オリジナルサウンドトラック） 

 

【収録曲】 

1：真の黒幕 

2：真の黒幕 arrange ver. 

3：日常 ～妖しげな彼ら～ 

4：日常 ～妖しげな彼ら～ arrange ver. 

5：切ない感情 

6：切ない感情 arrange ver. 

7：危険で妖艶なヴァンパイア 

8：危険で妖艶なヴァンパイア arrange ver.1 

9：危険で妖艶なヴァンパイア arrange ver.2 

10：儚い美しさ 

11：儚い美しさ arrange ver. 

12：恋愛 ～新たな恋～ 

13：恋愛 ～新たな恋～ arrange ver. 

14：恋愛 ～つのる悲しみ～ 

15：恋愛 ～つのる悲しみ～ arrange ver.1 

16：恋愛 ～つのる悲しみ～ arrange ver.2 

17：しのび寄る狂愛 

18：永遠を捧げて 

19：淫靡な夜 

 

【配信サイト一覧ページ】 

https://linkco.re/AcYH85XV 

 

＜はまたけし氏プロフィール＞ 

6 歳よりクラシックピアノをはじめる。13 歳よりピアノの即興演奏や DTM に興味をもち、作曲家を志す。

16 歳よりインターネット上でインディーズのインスト作家として活動を広げていく。国立音楽大学在学中よ

りプロの作曲家、キーボーディストとして活動を開始し様々な音楽の仕事に参加する一方で、2016 年よ

り新居昭乃とタッグを組み、Velsipo としてアーティスト活動も開始。作編曲に留まらず作詞や歌唱も行

う。本人の不思議キャラクターと、繰り出す美しいメロディとのギャップが興味深い。 

 

■4 周年記念グッズ「アニバーサリーペアネックレス」の販売が決定！ 

彼とお揃いにできる、アニバーサリーペアネックレスを販売します。3 年目バースデー彼カードで彼が着用

していたものをイメージしたネックレスで、「ナポレオン・ボナパルト」、「ヴォルフガング・アマデウス・モーツァル

ト」、「レオナルド・ダ・ヴィンチ」、「アーサー・コナン・ドイル」、「フィンセント・ファン・ゴッホ」、「テオドルス・ファ 

https://linkco.re/AcYH85XV
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ン・ゴッホ」、「太宰治」、「アイザック・ニュートン」、「ジャンヌ・ダルク」、「ウィリアム・シェイクスピア」、「サン・ジ

ェルマン伯爵」、「セバスチャン」、「ヴラド」、「ヨハン・ゲオルク・ファウスト」、「シャルル＝アンリ・サンソン」の全

15 人のラインナップがございます。お気に入りの彼とお揃いのネックレスを身に着けて、心浮き立つ毎日を

お過ごし下さい。 

 
 

【商品概要】 

受注期間：2021 年 7 月 31 日（土）17:00 ～ 8 月 20 日（金）23:59 

商品名：イケメンヴァンパイア・アニバーサリー ペアネックレス Ikemen Vampire Anniversary Pair  

necklace 

価格：5,500 円（税込） 

種類数：全 15 種 

サイズ：（ペンダントトップ）17 ㎜×8 ㎜×2 ㎜ （チェーン全長）50 ㎝（アジャスター5 ㎝）  

発送予定：10 月下旬 発送予定 

販売 URL：https://www.liefel.com/shopdetail/000000000423 

 

■4 周年を記念した出演声優直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン実施中！ 

『イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑』公式 Twitter(https://twitter.com/ikemenvampi

re)をフォローのうえ RT いただくと、『イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑』出演声優全員の直筆サ

イン色紙 15 枚セットが、抽選で【１名様】に当たります。 

 
 

開催期間：2021 年 7 月 31 日（土）16：００～8 月 14 日（土）23：59 

https://www.liefel.com/shopdetail/000000000423
https://twitter.com/ikemenvampire
https://twitter.com/ikemenvampire
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■「浦島坂田船」プロフィール 

2013 年結成、動画サイトでの活動を中心に着実にその

人気を確かなものにする。 

2016 年、初のメジャーアルバム「CRUISE TICKET」は

オリコン 5 位、定期的に行われているコンサートも回を重ね

るごとに動員を伸ばす。 

2017 年、初のシングル「SHOW MUST GO O

N！！」（TV アニメ『スタミュ』第 2 期 OP）を発表、オリコ

ン 8 位を記録した。7 月にはアルバム「Four the C」でオリ

コン 4 位を記録、全国ツアー最終公演では両国国技館をファンが埋め尽くし、大盛況で幕を閉じた。 

2018 年、アルバム「V-enus」が遂にオリコン１位＆ゴールドディスク（10 万枚）を獲得、結成 5 周

年を記念した初の日本武道館公演（7 月 30 日＆31 日）もチケットは即ソールドアウトした。 

2019 年、アルバム「＄HUFFLE」がオリコン 2 位＆ゴールドディスクを達成、過去最大規模（ファイナ

ル：幕張メッセ国際展示場 2days)となった夏ツアーも大成功に終わった。また、10 月からは TV アニメ

「浦島坂田船の日常」が放送、メンバーをそのままのキャラクターでアニメ化するという斬新なメディアミックス

は大きな反響を呼んだ。 

2020 年、結成 7 周年を記念したアルバム「RAINBOW」の発売、オリコン 3 位を獲得、さらに初の

無観客配信ライブを成功させた。 

2021 年、アルバム「L∞VE」が再びオリコン 1 位を獲得、2 年ぶりとなる夏ツアーが絶賛開催中。 

勢いを増す彼らの航海は終わらない。 

 

■『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

