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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、『Perfumer ～私の調香師～』（通称：「わたちょこ」）の新キャラクターのオリジナル香水と

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 

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。 

5 月 22 日（日）に YouTube で配信した生放送では、本作のヒロインのために香りを選びました。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。 

 
 

香水制作生放送アーカイブ：https://youtu.be/NzsAuoE4z8w 

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～』 

～土岐 隼一、木村 良平出演のシチュエーション CD 予約開始～ 

https://youtu.be/NzsAuoE4z8w
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＜Introduction＞ 

一滴の香水に刺激的なひとときを封じ込めた特別な嗅覚と聴覚のトリップ体験— 

 

「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。 

華やかなフローラルノートを得意とする、皇花ユキト。 

官能的なオリエンタルノートを得意とする、東雲ルイ。 

品格高いシプレノートを得意とする、九流シズル。 

 

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。 

 

そしてさらに、新たな２人の個性的な調香師、朝霧ヒナタ、氷鷹トウマが加わり 

新たな香水と、その香りにまつわるストーリーが織りなされていく。 

 

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。 

 

 

＜Character＞ 

●朝霧ヒナタ（CV.土岐 隼一） 

人気者×ツンデレ 小悪魔あざといインフルエンサー系調香師 

 

「君にとっての思い出の香り、俺が作ってあげる。 

そして君の身体がこの香りをどう甘く変化させるのか…… 

ねえ、試してもいい？」 

 

グルマンノートを得意とするインフルエンサー系調香師。 

モデル兼 Youtuber のインフルエンサーとして人気を集める。 

彼が作り出す香水は、甘くてトロけるようなお菓子の香りの中に、どこかビターで

郷愁的な切なさが漂う魅惑的な香り。 
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●氷鷹トウマ（CV.木村 良平） 

誘惑上手×恋愛下手 快楽主義のプレイボーイ系調香師 

 

「恋って魔法みたいだよね。一瞬で生まれちゃうものなんだから。 

この香りも、君にとって魔法と同じだよ。 

一瞬で虜になって、離れられなくなる」 

 

フルーティノートを得意とするプレイボーイ系調香師。 

新しく調香師として店に勤務することになった彼は、女性と出会えば必ず口説く

典型的な女好き。 

彼が作り出す香水は、お酒やアーモンドをなど「夜の社交場」を思わせるニュアン

スを含んだ、魅惑的な果実の香り。 

 

 

 

 

■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.IV 朝霧ヒナタ スペシャルセット 

【セット内容】 

CD Perfumer.IV 朝霧ヒナタ 

Perfumer.IV 朝霧ヒナタ オードトワレ 

 

発売日：2022 年 8 月 24 日（水） 

品番  ：CYRC-0063 

価格  : 9,570 円(税込) 

キャスト：朝霧ヒナタ（CV.土岐 隼一） 

販売元：サイバード 

 

【初回限定版特典】 

朝霧ヒナタ直筆メッセージ付き調香表 

他 

 

【店舗特典】 

（通販サイト nadema）https://nadema.jp/shopbrand/watachoko_set/ 

特別ストーリーCD「夏祭り/キャストトーク」 

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

ショートストーリー冊子「ヒナタ 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「ヒナタ Type B (仮)」 

https://nadema.jp/shopbrand/watachoko_set/
https://www.animate-onlineshop.jp/
https://www.stellaworth.co.jp/shop/
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② Perfumer.V 氷鷹トウマ スペシャルセット 

【セット内容】 

CD Perfumer.V 氷鷹トウマ 

Perfumer.V 氷鷹トウマ オードトワレ 

 

発売日：2022 年 9 月 21 日（水） 

品番  ：CYRC-0064 

価格  ：9,570 円(税込) 

キャスト：氷鷹トウマ（CV.木村 良平） 

販売元：サイバード 

 

【初回限定版特典】 

Perfumer.V 氷鷹トウマ直筆メッセージ付き調香表 

他 

 

【店舗特典】 

（通販サイト nadema）https://nadema.jp/shopbrand/watachoko_set/ 

特別ストーリーCD「タイトル未定/キャストトーク」 

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

ショートストーリー冊子「トウマ 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「トウマ Type B (仮)」 

 

【サイバード直販 nadema  Perfumer.IV＆Perfumer.Ⅴ連動購入特典】 

オリジナル CD 

トラック 1「昼下がりのひととき」 朝霧ヒナタ（CV.土岐 隼一）＆氷鷹トウマ（CV.木村 良平） 

トラック 2「この先も隣で」 朝霧ヒナタ（CV.土岐 隼一） ※ダミーヘッドマイク収録 

トラック 2「伝えたい言葉」 氷鷹トウマ（CV.木村 良平） ※ダミーヘッドマイク収録 

 

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。 

詳細は公式サイトにてご確認ください。 

公式サイト：https://watachoko.jp/ 

 

 

■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、土岐 隼一さん、木村 良平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（https://watachoko.jp/）や公式 Twitter（https://twitter.com/Perf

umer_tw）をご確認ください。 

https://nadema.jp/shopbrand/watachoko_set/
https://www.animate-onlineshop.jp/
https://www.stellaworth.co.jp/shop/
https://watachoko.jp/
https://nadema.jp/shopbrand/watachoko/
https://watachoko.jp/teaser.html
https://twitter.com/Perfumer_tw
https://twitter.com/Perfumer_tw
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＜対象商品＞ 

Perfumer.IV 朝霧ヒナタ スペシャルセット 

Perfumer.V 氷鷹トウマ スペシャルセット 

Perfumer.IV 朝霧ヒナタ（初回限定盤） 

Perfumer.V 氷鷹トウマ（初回限定盤） 

 

対象購入期間：2022 年 5 月 22 日（日）～ 6 月 27 日（月）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://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

