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株式会社サイバード
「イケメンシリーズ」初の音楽×恋愛♪シミュレーションゲーム
待望の最新作『イケメンライブ 恋の歌をキミに』、
カラオケの鉄人とのコラボを本日９月 21 日(金)より開始！
～本作のお馴染みの楽曲が PV 映像付きで歌える！～
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 万人を誇る大人気恋愛ゲーム「イケメンシ
リーズ」待望の最新作『イケメンライブ

恋の歌をキミに』は、カラオケの鉄人とのコラ

ボレーションを、2018 年９月 21 日（金）から 11 月 11 日（日）の期間限定で、池袋東口サ
ンシャイン通り店、新宿歌舞伎町店、渋谷道玄坂店にて実施することを決定しました。オ
リジナルコースターがもらえるコラボドリンクのほか、本作の世界観を満喫できるパネル
ルームも登場。また、カラオケの鉄人では、出演キャスト全メンバーが歌う主題歌「最愛
PHRASE」や、作中に登場する「HOUNDS」・「SilverVine」の２組のバンド楽曲など、PV 映像
付きでお馴染みの計７曲の配信もスタートします。ファンの方には堪らない空間で、カラ
オケやコラボ企画をお楽しみいただけます。

■『イケメンライブ

恋の歌をキミに』×「カラオケの鉄人」コラボ概要

・PV 映像付き！本作のお馴染みの楽曲がカラオケで歌える
本作の出演キャスト全メンバーが歌う主題歌「最愛 PHRASE」や、作中に登場する
「HOUNDS」・
「SilverVine」の２組のバンド楽曲など、PV 映像付きでお馴染みの計７曲の配
信がスタートします。
PV を観ながら、カラオケをお楽しみいただけます。
◆配信曲（計７曲）
・最愛 PHRASE

：全出演キャスト

「イケメンライブ 恋の歌をキミに」
・HORIZON／HOUNDS

：銀波 律（CV：蒼井 翔太）、蘇芳 楽（CV：梶 裕貴）
朱真 遥音（CV：KENN）、東雲 詠介（CV：谷山 紀章）

・Even if／SilverVine

：眞白 奏（CV.深町 寿成）、千草 響一郎（CV.伊東 健人）
天宮 アンリ（CV.大河 元気）

・Liberty Sky~自由デアルタメニ~

：朱真 遥音（CV：KENN）

・雨が終わる場所

：銀波 律（CV：蒼井 翔太）

・The Labor

：眞白 奏（CV.深町 寿成）

・Go fly away

：天宮 アンリ（CV.大河 元気）

・課題曲に挑戦して、ノベルティをゲット
カラ鉄ナビの採点機能をオンにして本作の課題曲に挑戦すると、点数に応じてオリジナル
コースター全種セット（100 点獲得）や、ランダムでオリジナルコースター（ゾロ目の点数
獲得）をプレゼントします。
＜課題曲名＞
・最愛 PHRASE

：全出演キャスト

「イケメンライブ 恋の歌をキミに」
・HORIZON／HOUNDS

：銀波 律（CV：蒼井 翔太）、蘇芳 楽（CV：梶 裕貴）
朱真 遥音（CV：KENN）、東雲 詠介（CV：谷山 紀章）

・Even if／SilverVine

：眞白 奏（CV.深町 寿成）、千草 響一郎（CV.伊東 健人）
天宮 アンリ（CV.大河 元気）

・Liberty Sky~自由デアルタメニ~

：朱真 遥音（CV：KENN）

・雨が終わる場所

：銀波 律（CV：蒼井 翔太）

・The Labor

：眞白 奏（CV.深町 寿成）

・Go fly away

：天宮 アンリ（CV.大河 元気）

・コースター付き！作品をイメージしたコラボドリンクを販売（計７種）
本アプリに登場する２つのバンド「HOUNDS」
（ハウンズ）と「SilverVine」
（シルバーヴァイ
ン）のキャラクターをイメージしたオリジナル
コラボレーションドリンク（価格：税込 550 円）
を販売します。
＜ドリンク名＞
朱真 遥音 / 銀波 律 / 東雲 詠介 / 蘇芳 楽
眞白 奏 / 千草 響一郎 / 天宮 アンリ
また、オリジナルコラボレーションドリンク
をご注文いただいたお客様に、ノベルティとし
て、キャラクターイラストが描かれたコースタ
ー（全 12 種）をランダムで１枚プレゼントしま
す。
・コンセプトルームを展開
室内に、フォトパネルや等身大パネルが設置された、本作の世界観が満喫できるコンセ
プトルームが、池袋東口サンシャイン通り店に登場します。専用ページよりご予約いただ
くことができます。
詳細な情報は、「カラ鉄公式アニメゲーム情報ツイッター（@animegame_kt）」にてご確認
いただけます。
＜開催店舗＞池袋東口サンシャイン通り店、新宿歌舞伎町店、渋谷道玄坂店
＜開催期間＞2018 年９月 21 日（金）～11 月 11 日（日）
＜特設サイト＞https://www.karatetsu.com/animegame/ikemenlive.shtml
■『イケメンライブ

恋の歌をキミに』概要

本作は、自由な “歌”が、政府によって規制された近未来の日本を舞台に、アーティス
トの彼とのラブストーリーが楽しめる“音楽”×“恋愛”シミュレーションゲームです。
歌う自由が奪われた世界で、彼らが、主人公であるあなたのためにラブソングを歌うシー
ンは本作の見どころであり、魅力の一つです。ストーリーは、主人公がこっそり創ってい
た、規制対象である“歌”の楽譜を、人気バンドのボーカリストに拾われたことをきっか
けに、彼らとシェアハウスで共同生活を送るところから展開していきます。
名称

イケメンライブ

恋の歌をキミに

提供

株式会社サイバード

配信開始日

2018 年８月 16 日（木）

アクセス方法

App Store／Google Play で「イケメンライブ」で検索

もしくは
【App Store/Google Play 共通】
https://is.gd/torR6A よりダウンロード
ジャンル

音楽 x 恋愛♪シミュレーションゲーム

価格

基本プレイ無料、アイテム課金制

公式サイト

https://ikemen.cybird.ne.jp/title/live/original/

公式 Twitter

https://twitter.com/ikemen_live

公式 LINE

LINE 友だち検索で「イケメンライブ」を検索

コピーライト

©CYBIRD

＜登場キャラクター＞
銀波 律（CV.蒼井 翔太）
、木蘭 宗詩（CV.市川 太一）、千草 響一郎（CV.伊東 健人）
銀波 弓弦（CV.植田 圭輔）、天宮 アンリ（CV.大河 元気）、椿 麻琴（CV.小野 友樹）
蘇芳 楽（CV.梶 裕貴）、藤代 旋（CV.黒田 崇矢）
、朱真 遥音（CV.KENN）、
藍墨 晃揮（CV.近藤 隆）
、東雲 詠介（CV.谷山 紀章）、眞白 奏（CV.深町 寿成）
※CV50 音順
・出演キャストメンバーが歌う公式プレイリストはこちらから
https://www.youtube.com/watch?v=p8Im-HJ6WlE&list=PLAkY2qc_Aure1WilTnU4jZYgykhUhM
dOZ&index=7
■サイバードについて
会

社

本
代
創

名：株式会社サイバード（http://www.cybird.co.jp/）
社：東京都渋谷区猿楽町 10-1 マンサード代官山

表

者：代表取締役社長 内海 州史
立：1998 年９月

事 業 概 要：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、
モバイルコマース、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。

