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株式会社サイバード
女性向け人気恋愛ゲーム『イケメン戦国◆時をかける恋』、
猿飛佐助（CV：赤羽根 健治）の本編ストーリーを遂に本日 10 月５日より配信！

～クリア条件によって様々な特典がもらえる
佐助本編応援キャンペーンも同時開催！～
当社の連結子会社であります、株式会社サイバード（本社：東京都渋谷区、代表取締役
社長 内海 州史）が手掛ける累計会員数 2,000 万人を誇る女性向け恋愛ゲーム「イケメン
シリーズ」の『イケメン戦国◆時をかける恋』は、赤羽根 健治氏が CV を務める、
“元は宇
宙物理学専攻の大学院生で、戦国時代にタイムスリップし、忍者となって戦国ライフを満
喫している”という異色のキャラクター設定でも人気の高い“猿飛佐助”の本編ストーリ
ーを本日、2018 年 10 月５日（金）、配信開始しました。また、配信を記念し、クリア条件
によってアバターアイテムなど様々な特典がもらえる佐助本編応援キャンペーンも同日よ
り開催中です。

■猿飛佐助（CV：赤羽根 健治）の本編ストーリーを本日 10 月５日より配信開始！
赤羽根 健治氏が CV を務める、クール×マイペース"猿飛 佐助“の本編ストーリーを、
2018 年 10 月５日（金）12 時より配信しました。また、"猿飛佐助“本編のあらすじをイラ
ストやボイス付き動画でお楽しみいただける、
「猿飛佐助本編ダイジェスト PV」も絶賛公開
中です。

猿飛佐助の本編ダイジェスト PV はこちらから：https://youtu.be/forrev7Ja4c
＜佐助との恋のあらすじ＞
乱世で助けの手を差し伸べてくれたのは、元大学院生の現忍者！？
彼から戦国講座を受けるうちに、灰色の世界がきらめき出す……
友だちが恋人に変わる時、彼の甘く激しい本性を思い知る。
そして明らかになる、タイムスリップした嵐の夜の、ある真実。
「君といると……俺が、知らない俺になる」
オールスター総出演、キュートでポップ時々切ない、
ウルトラミラクルハッピー戦国ラブストーリー、ここに開幕！

▲本編スチル：眼鏡をかけていない貴重な佐助のショットも登場！魅力的なイラストが物語を彩ります。

■佐助本編応援キャンペーンを本日 10 月５日（金）より同時開催！

佐助本編ストーリー配信と同時に、本編応援キャンペーン「佐助本編応援キャンペーン」
を、10 月５日（金）より期間限定で同時開催中。期間中に佐助本編を進めて一定条件をク
リアすると、様々なアバターやアイテムが手に入ります。
<佐助本編応援キャンペーンの特典>
条件

特典内容

10 月 10 日（水） 0:00 までに佐助を選択

衣装箱×１＋1000 両

10 月 17 日（水） 0:00 までに５話読了

三色華の髪飾り

11 月 １日（木） 0:00 までに本編 1END クリア

黄緑が艶やかな帯

12 月 ３日（月） 0:00 までに本編両 END クリア

桜舞う山吹色の小袖

・キャンペーン期間：2018 年 10 月５日（金）12 時～12 月３日（月）０時
■QUO カードやフレグランスをプレゼント！本編配信記念 Twitter キャンペーンも開催！
本アプリの公式 Twitter（https://twitter.com/Cyikemensengoku）をフォローの上、対
象ツイートをリツイートいただくと、1,059 リツイートで佐助のスチル QUO カード（500 円
×３名）を、3,059 リツイートでフレグランス（１名）を抽選でプレゼントします。フレグ

ランスは、大人の女性に上質なキャラクターフレグランスを提供する primaniacs 製のもの
で、佐助をイメージした飾り気のない素朴な甘さを漂わせる、親しみやすい香りのウッデ
ィームスキーノートになります。

・キャンペーン期間：2018 年 10 月５日（金）～10 月 12 日（金）
■今秋にリニューアル実施が決定！
本アプリにて、マイページとガチャページを一新するリニ
ューアルを、今秋に実施することが決定しました。
マイページでは、お気に入りの彼の本編ストーリーに登場
するスチルを設定できるようになるほか、より大画面で彼を
見ることができるようになります。さらに、ガチャページを
新設し、開催中のガチャが一目で分かりやすくご覧いただけ
るようになります。
詳細については、後日お知らせします。
『イケメン戦国◆時をかける恋』とは
本能寺の変真っ只中の“戦国時代”へタイムスリップし、
「ド S×唯我独尊」な織田信長、
「破天荒×快楽主義者」な伊達政宗、「俺様×ツンデレ」な真田幸村など 14 名の戦国武将
との恋をお楽しみいただけます。豪華声優陣による 1,500 種類以上のキャラクターボイス
が、ログイン時やミニゲーム、ストーリー中などに収録されています。
【キャラクターおよび、キャラクターボイス担当声優】
・織田信長 CV : 杉田 智和

・伊達政宗 CV : 加藤 和樹

・真田幸村 CV : 小野 賢章

・豊臣秀吉 CV : 鳥海 浩輔

・徳川家康 CV : 増田 俊樹

・明智光秀 CV : 武内 駿輔

・石田三成 CV : 山谷 祥生

・武田信玄 CV : 梅原 裕一郎

・上杉謙信 CV : 三浦 祥朗

・猿飛佐助 CV : 赤羽根 健治

・顕如

CV : 新垣 樽助

■配信概要
名称

イケメン戦国◆時をかける恋

情報提供

株式会社サイバード

配信開始日

2015 年６月 22 日

情報料

基本プレイ無料、アイテム課金制

アクセス方法

◆App Store/Google Play ストアにて「イケメン戦国」で検索
◆Ameba

http://amb.ikemen-sengoku.jp/

公式サイト

http://ikemen.cybird.ne.jp/of/title/sengoku/original/

公式 Twitter

https://twitter.com/Cyikemensengoku

公式 LINE@

LINE 友だち検索で「@ikemensengoku」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（http://www.cybird.co.jp/）
本社： 東京都渋谷区猿楽町 10-1
代表者： 代表取締役社長

マンサード代官山

内海 州史

設立： 1998 年
事業内容：モバイルコンテンツサービスの提供およびモバイルビジネス支援、
クロスメディアソリューションの開発／提供、モバイルサイト構築、
次世代プラットフォームの研究開発など
＜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
TEL: (03)6746-3108

E-Mail： press@cybird.co.jp

＜IR に関するお問い合わせ先＞
株式会社アエリア

IR 担当チーム

MAIL：ir@aeria.jp
＊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。

