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株式会社サイバード
『Perfumer ～私の調香師～』
岡本 信彦、古川 慎、立花 慎之介出演の 2nd シーズン シチュエーション CD 予約開始！
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 兼 CEO
本島 匡、以下「サイバード」）が手掛ける、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」の関係性を綴るシチュエーションストーリープロジェクト『Perfumer ～私の調香師
～』
（通称：「わたちょこ」
）は、2nd シーズンとして２名の人気調香師「皇花ユキト（CV.岡本 信彦）
」
「九流シズル（CV.立花 慎之介）」による各声優とお客様が生放送番組で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 2022 年９月 24 日（土）に開始しま
した。
シチュエーション CD では、恋人同士となったあなたと調香師との２年後、その後の恋の行方が描か
れています。

■『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。
2022 年９月 24 日（土）にて配信した生放送では、
「皇花ユキト」を演じる岡本 信彦と「九流シズル」
を演じる立花 慎之介ら各声優とお客様が、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
アーカイブでご覧いただけます。
また CD の初回限定版には出演キャストオンライントーク会参加抽選申込券が封入されています。
香水制作生放送：https://youtu.be/tgqlezyllBA

＜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）
」
。
ラグジュアリーな高級香水専門店を舞台に生まれた、あなたと調香師との恋。
２人が恋人となった２年後、あなたと彼は２人の絆を深めるため、
ペアでつけられる、２人のためだけの特別な香水を作ります。
その香水には一体どんな＜想い＞が込められているのか……
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。
■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＞
①2nd Season Perfumer.I 皇花ユキト スペシャルセット
【セット内容】
CD 2nd Season Perfumer.I 皇花ユキト
Perfumer 2nd 皇花ユキト オードトワレ
発売日：2022 年 11 月 30 日（水）
品番 ：CYRC-0068
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】
・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/shopbrand/watachoko_set/
特別ストーリーCD「紅葉と、夜/キャストトーク」皇花ユキト（CV.岡本 信彦）
（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 2nd Season Perfumer.Ⅱ 東雲ルイ スペシャルセット
【セット内容】
CD 2nd Season Perfumer.Ⅱ 東雲ルイ
Perfumer 2nd 東雲ルイ オードトワレ
発売日：2022 年 12 月 21 日（水）
品番 ：CYRC-0069
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】
・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/shopbrand/watachoko_set/
特別ストーリーCD「冬の夜景の中で/キャストトーク」 東雲ルイ（CV.古川 慎）
（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 2nd Season Perfumer.Ⅲ 九流シズル スペシャルセット
【セット内容】
CD 2nd Season Perfumer.Ⅲ 九流シズル
Perfumer 2nd 九流シズル オードトワレ
発売日：2023 年１月 25 日（水）
品番 ：CYRC-0070
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】
・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/shopbrand/watachoko_set/
特別ストーリーCD「京都での夜/キャストトーク」 九流シズル（CV.立花 慎之介）
（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）
」
【サイバード直販 nadema 2nd Season Perfumer. I/Perfumer. Ⅱ/Perfumer.Ⅲ連動購入特典】
オリジナル CD
トラック 1「Secret Talk」 皇花ユキト（CV.岡本 信彦）＆東雲ルイ（CV.古川 慎）＆九流シズル（CV.
立花 慎之介）
トラック 2「ふたりのメモリアル」 皇花ユキト（CV.岡本 信彦） ※ダミーヘッドマイク収録
トラック 3「何度だって」 東雲ルイ（CV.古川 慎） ※ダミーヘッドマイク収録
トラック 4「余裕がなくなって」 九流シズル（CV.立花 慎之介） ※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、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（https://watachoko.jp/）や公式 Twitter（https://twitter.com/Perfumer_tw）
をご確認ください。
＜対象商品＞
2nd Season Perfumer.I 皇花ユキト スペシャルセット
2nd Season Perfumer.Ⅱ 東雲ルイ スペシャルセット
2nd Season Perfumer.Ⅲ 九流シズル スペシャルセット
2nd Season Perfumer.I 皇花ユキト（初回限定版）
2nd Season Perfumer.Ⅱ 東雲ルイ（初回限定版）
2nd Season Perfumer.Ⅲ 九流シズル（初回限定版）
対象購入期間：2022 年９月 24 日（土）〜 2022 年 10 月２日（日）23:59

【キャスト紹介】
岡本 信彦（皇花ユキト役）
ラクーンドッグ所属。主な出演作は、『僕のヒーローアカデミア』
（爆豪勝己
役）
、『鬼滅の刃』
（不死川玄弥役）、『ハイキュー!!』
（西谷夕役）など。特技は将棋
で、アマチュア三段の資格をもつ。2009 年第三回声優アワードにて「新人男優
賞」
、2011 年第五回声優アワードにて「助演男優賞」受賞。

古川 慎（東雲ルイ役）
トイズファクトリー所属。主な出演作は、『かぐや様は告らせたい～天才たちの
恋愛頭脳戦～』
（白銀御行役）、『ワンパンマン』
（サイタマ役）
、
『Dr.STONE』
（大木
大樹役）など。趣味はパワースポットめぐり。2019 年第十四回声優アワードにて
助演男優賞受賞。

立花 慎之介（九流シズル役）
BLACK SHIP 代表取締役 CEO。主な出演作は、
『アイドリッシュセブン』シリーズ
（千役）、
『魔道祖師』
（藍忘機役）、『ハイキュー!!』
（夜久衛輔役）など。特技はパ
ントマイム、日本舞踊。

【『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
【コピーライト】©CYBIRD
asi
■サイバードについて
サイバードは 1998 年、日本のモバイルインターネット黎明期に創業。以来、市場環境の変化、テクノ
ロジーの進化を常に見据えて、モバイルを中心としたエンタテインメントコンテンツサービスを提供し
てきました。現在は、全世界でのシリーズ累計 3,500 万人以上の会員数を誇る恋愛ゲーム「イケメンシ
リーズ」をはじめとした各種ゲーム/コンテンツを中心に、ファンのエンゲージメントを高めるサービ
ス群「FaneX」を運営し、ファンサイト、グッズ、2.5 次元舞台、ネットくじ、オンライン IP 検定等の
各種サービスを展開しています。
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＜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
＊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。
＜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
以上

