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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、

8 月 28 日（土）に『Perfumer ～私の調香師～』の始動を発表しました。本作は、高級香水専門店を舞台

に１つの香水が完成するまでの、調香師とあなたのシチュエーションストーリーです。 

これに伴い、キャラクターを演じる岡本 信彦、古川 慎、立花 慎之介ら各声優が選んだオリジナル香水と、シチ

ュエーション CD が一緒になったスペシャルセットの予約受付を開始しました。 

 
 

■『Perfumer ～私の調香師～』とは 

サイバードは、『Perfumer ～私の調香師～』を始動させました。ラグジュアリーな高級香水専門店を舞台に、

全編ダミーヘッドマイクで収録したシチュエーションストーリーを「嗅覚と聴覚」で楽しむことができるプロジェクトです。 

8 月 28 日（土）の制作発表会では、キャラクターを演じる岡本 信彦、古川 慎、立花 慎之介ら各声優が、

本作のヒロインのための香りを選びました。この香りは、シチュエーション CD とセットになっているオリジナル香水に使

用されています。実際に選んでいる様子はアーカイブでご覧頂けます。 

 
制作発表会：https://youtu.be/h9E-EzucNZg 

高級香水専門店を舞台にしたシチュエーションストーリー 
『Perfumer ～私の調香師～』始動 

～岡本 信彦、古川 慎、立花 慎之介出演のシチュエーション CD 予約開始～ 

https://youtu.be/h9E-EzucNZg
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さらに、2022 年 4 月にはメインキャスト 3 名が出演するオリジナルストーリーの朗読劇『Perfumer ～私の調

香師～』を開催します。調香師 3 人による掛け合いが主軸となる朗読劇をお楽しみに。また、キャストとのオンライン

トーク会も実施予定です。CD または香水をご購入でイベントチケット抽選申込券が入手できます。詳細情報をお

見逃しなく。 

※朗読劇チケット購入抽選申込券は、スペシャルセットの特典となります。 

 

＜Introduction＞ 

「あなただけの特別な香り、お作りいたします」 

都内にある高級香水専門店「Juste pour toi(ジュスト・プゥフ・トワ)」。 

 

所属するのは 3 人の調香師。 

彼らは依頼者と 1 対 1 のカウンセリングを繰り返しながら、世界に 1 つだけの香水を作り上げていく。 

ラグジュアリーな高級香水専門店を舞台に、1 つの香水が完成するまでの調香師とあなたとのシチュエー 

ションストーリー。 

 

これは一滴の香水に、彼らとの刺激的なひとときを封じ込めた特別な喚覚と聴覚のトリップ体験。 

 

＜Character＞ 

●皇花ユキト（CV.岡本 信彦） 

天真燭漫×二重人格 匂いフェチな白王子系調香師 

 

「僕の中で、君は一番特別な香りをもった人。今まで感じたことのない甘さと優しさで胸がいっぱ

いになったんだ」 

 

 

 

 

 

●東雲ルイ(CV.古川 慎)  

モテ男×隠れ一途 執着強めなフェロモン系調香師 

 

「唇の甘さも、あがっていく体温も、この香水の香りと一緒に全部覚えてろよ。おまえの中に俺を

刻みつけたい」 
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●九流シズル(CV.立花 慎之介)  

天才肌×ワケアリ 気怠げなサディスト系調香師 

 

「君の体温があがるとこの香りはたまらなく甘くなる。……いいね。実験台として君に興味がわい

てきた」 

 

 

 

 

 

■商品情報 

＜シチュエーション CD＆フレグランス スペシャルセット版＞ 

① Perfumer.Ⅰ 皇花ユキト スペシャルセット 

【セット内容】 

CD Perfumer. I 皇花ユキト 

Perfumer 皇花ユキトオードトワレ 

 

発売日：2021 年 10 月 27 日（水） 

品番  ：CYRC-0054 

価格  : 9,570 円(税込) 

キャスト：皇花ユキト（CV.岡本 信彦） 

販売元：サイバード 

 

【初回限定版特典】 

朗読劇チケット購入抽選申込券 

出演キャストオンライントーク会参加抽選申込券 

皇花ユキト直筆メッセージ付き調香表 

【店舗特典】 

（通販サイト nadema）https://nadema.jp/shopdetail/000000003200/ 

特別ストーリーCD「ふたりだけの休日」 

（アニメイト）https://www.animate-onlineshop.jp/ 

ショートストーリー冊子「ユキト Type A (仮)」 

（ステラワース）https://www.stellaworth.co.jp/shop/ 

ショートストーリー冊子「ユキト Type B (仮)」 

 

② Perfumer.Ⅱ 東雲ルイ スペシャルセット 

【セット内容】 

CD Perfumer. Ⅱ 東雲ルイ 

Perfumer 東雲ルイ オードトワレ 

 

https://nadema.jp/shopdetail/000000003200/
https://www.animate-onlineshop.jp/
https://www.stellaworth.co.jp/shop/
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発売日：2021 年 11 月 24 日（水） 

品番  ：CYRC-0055 

価格  ：9,570 円(税込) 

キャスト：東雲ルイ（CV.古川 慎） 

販売元：サイバード 

 

【初回限定版特典】 

朗読劇チケット購入抽選申込券 

出演キャストオンライントーク会参加抽選申込券 

東雲ルイ直筆メッセージ付き調香表 

【店舗特典】 

（通販サイト nadema）https://nadema.jp/shopdetail/000000003203/ 

特別ストーリーCD「温泉旅行」 

（アニメイト）https://www.animate-onlineshop.jp/ 

ショートストーリー冊子「ルイ Type A (仮)」 

（ステラワース）https://www.stellaworth.co.jp/shop/ 

ショートストーリー冊子「ルイ Type B (仮)」 

 

③  Perfumer.Ⅲ 九流シズル スペシャルセット 

【セット内容】 

CD Perfumer. Ⅲ 九流シズル 

Perfumer 九流シズル オードトワレ 

 

発売日：2021 年 12 月 22 日（水） 

品番  ：CYRC-0056 

価格  ： 9,570 円(税込) 

キャスト：九流シズル（CV.立花 慎之介） 

販売元：サイバード 

 

【初回限定版特典】 

朗読劇チケット購入抽選申込券 

出演キャストオンライントーク会参加抽選申込券 

九流シズル直筆メッセージ付き調香表 

【店舗特典】 

（通販サイト nadema）https://nadema.jp/shopdetail/000000003206/ 

特別ストーリーCD「ドライブデート」 

（アニメイト）https://www.animate-onlineshop.jp/ 

ショートストーリー冊子「シズル Type A (仮)」 

（ステラワース）https://www.stellaworth.co.jp/shop/ 

ショートストーリー冊子「シズル Type B (仮)」 

https://nadema.jp/shopdetail/000000003203/
https://www.animate-onlineshop.jp/
https://www.stellaworth.co.jp/shop/
https://nadema.jp/shopdetail/000000003206/
https://www.animate-onlineshop.jp/
https://www.stellaworth.co.jp/shop/
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なお、シチュエーション CD と香水はそれぞれ個別でも予約受け付け中です。詳細は公式サイト（https://wat

achoko.jp/）にてご確認下さい。 

 

■シチュエーション CD 発売決定記念キャンペーン開催中 

通販サービスサイトnadema（https://nadema.jp/shopbrand/watachoko/）にて対象商品ご予約

のお客様に、岡本 信彦さん、古川 慎さん、立花 慎之介さんの直筆サイン色紙が、抽選で【各 2 名様】に当たる

キャンペーンを実施中です。 

詳しくは、公式サイトや公式 Twitter（https://twitter.com/Perfumer_tw）をご確認ください。 

 

＜対象商品＞ 

Perfumer.Ⅰ 皇花ユキト スペシャルセット 

Perfumer.Ⅱ 東雲ルイ スペシャルセット 

Perfumer.Ⅲ 九流シズル スペシャルセット 

Perfumer.Ⅰ 皇花ユキト（初回限定盤） 

Perfumer.Ⅱ 東雲ルイ（初回限定盤） 

Perfumer.Ⅲ 九流シズル（初回限定盤） 

  

対象購入期間：2021 年 8 月 28 日（土）～ 9 月 3 日（金）24:00 

 

【『Perfumer ～私の調香師～』 公式アカウント】 

公式サイト：https://watachoko.jp/ 

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

公式 Instagram：https://www.instagram.com/perfumer.ig/ 

公式 YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCMAJKSVE2orCs_MnfTrcazQ 

 

■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/アプリの提供、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://watachoko.jp/
https://watachoko.jp/
https://nadema.jp/shopbrand/watachoko/
https://twitter.com/Perfumer_tw
https://watachoko.jp/
https://twitter.com/Perfumer_tw
https://www.instagram.com/perfumer.ig/
https://www.youtube.com/channel/UCMAJKSVE2orCs_MnfTrcazQ
https://www.cybird.co.jp/
mailto:press@cybird.co.jp

