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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』、
本日８月 16 日（木）より配信開始！
～20 連分のガチャチケットなど豪華アイテムをプレゼント！
初のライブイベントも明日より開催～
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）は、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』を、App Store および Google Play にて、

本日 2018 年８月 16 日（木）より配信開始しました。
【App Store/Google Play 共通】ダウンロードはこちらから⇒https://is.gd/torR6A

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イケメンシリーズ初となる“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。

キャラクターデザインは、「イケメンシリーズ」では初の起用となる、人気イラストレー
ターさとい氏が手掛け、作品を彩るキャスト陣も蒼井翔太氏、梶裕貴氏、KENN 氏、
谷山紀章氏など、豪華メンバーが集結しています。
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。
◆事前登録 20 万人突破！20 連分のガチャチケットなど、豪華アイテムを全員にプレゼント！

事前登録 20 万人を突破した達成特典として、９月 15 日（土）までにゲームを始めた方
全員に限定カード８種、限定アバターアイテム２種、ダイヤ 300 個、体力回復アイテムの
他に、20 連分のガチャチケットなど豪華アイテムがもらえます。特典はゲームのお相手選
択後、プレゼントボックスより受け取ることができます。
◆全 12 名の彼らが登場！豪華声優・俳優陣が CV を担当！
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）、そして彼らが住まうシェアハウス「桜城」の住人たち、さらには音楽を規制する
側の音楽統制局「竜胆」関係者を合わせて、全 12 名の彼らとの恋愛をお楽しみいただけま
す。また、蒼井翔太氏、梶裕貴氏、KENN 氏、谷山紀章氏など、豪華メンバーが CV を担当し
ます。

【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）
【SilverVine】
千草 響一郎（CV.伊東 健人）、天宮 アンリ（CV.大河 元気）
、眞白 奏（CV.深町 寿成）
【桜城の住人】
木蘭 宗詩（CV.市川 太一）、藍墨 晃揮（CV.近藤 隆）
【竜胆関係者】
銀波 弓弦（CV.植田 圭輔）、椿 麻琴（CV.小野 友樹）、藤代 旋（CV.黒田 崇矢）
※CV50 音順
◆本作では新機能が多数登場！ゲームシステムを紹介！
本作では、ライブイベント機能や、オフタイム機能、オーディオ機能など、これまでの
イケメンシリーズにはなかった新機能が多数登場します。各機能の詳細は、公式サイト
https://ikemen.cybird.ne.jp/title/live/original/system.html にてご覧いただけます。
＜ライブイベント機能＞
ライブを成功させることで、獲得できるイベント pt やランキングに応じて、カードやア
バターアイテムなど、様々な豪華特典を獲得できる毎月開催の限定イベントです。アーテ
ィストの彼らが歌う新曲が毎月追加となり、イベント終了後にその楽曲を獲得することが
できます。期間限定のライブオフタイムをプレイすることで、ライブを発生させることが
できます。

＜オフタイム機能＞
ガチャで手に入れたカードを編成すると、そのカードの彼らがオフタイムを過ごしている場
所に出現します。
彼らをタップしてテンションが MAX になると、日常の掛け合いを楽しむことができる、「ミニ
トーク」が開放されます。

＜オーディオ機能＞
ストーリー中に流れる楽曲や BGM を、マイページに設定できすることできます。他のイ
ケメンシリーズの楽曲も登場します。

◆サービス開始記念！豪華企画を続々開催！
【①お得なアイテムセット「新人アイテムセット」を販売！】
本アプリを楽しむために必要なアイテムがお得に手に入る新人アイテムセットを販売し
ます。本作をプレイしていただいてから 14 日間限定の販売となり、ここだけでしか手に入
らない、シェアハウス桜城前の背景や、お得にガチャチケットを入手できるセットなどが
あります。
【②初のライブイベント「リンクする鼓動-HORIZON-」を８月 1７日（金）より開催！】

「HOUNDS」の天才ベーシスト・蘇芳楽（CV:梶裕貴）が主役となった、初のライブイベン
ト「リンクする鼓動-HORIZON-」を８月 17 日（金）より開催します。今回のイベントでは、
蘇芳楽、銀波弓弦、藍墨晃揮が活躍し、彼らの本当のキモチが分かる特別ストーリーが付
いたカードや、「HOUNDS」がモチーフとなったアバターアイテムがもらえます。また、イベ
ント終了後には「HOUNDS」のメンバーが歌う楽曲「HORIZON」が新たにオーディオに追加さ
れます。「HORIZON」は、“歌”が規制されている「イケメンライブ」の世界で、葛藤しなが
らも歌うことの楽しさ、仲間の大切さ、音楽への情熱が歌詞に込められており、疾走感あ
るメロディとリズムが、未来に向かって前向きな気持ちにしてくれる楽曲です。バンドメ
ンバーの CV を務める蒼井翔太氏、梶裕貴氏、KENN 氏、谷山紀章氏の４名が歌い上げます。
＜あらすじ＞
Own The Night の秘密を暴こうとする弓弦。
その陰謀に抗う楽＆晃揮の絆と、仲間の大切さとは…？
その秘密がついに解禁！！
・開催期間：2018 年８月 17 日（金）16:00～８月 29 日（水）20:00

【③リリース記念第１弾ガチャを開催！】
「HOUNDS」メンバーの「特効」付きカードを獲得できるリリース
記念第１弾ガチャが、期間限定で登場します。
８月 16 日（木）より開催する、初のライブイベント「リンクする
鼓動-HORIZON-」を有利に進めることができる「特効」効果付のき
カードになっています。ライブイベントで、本カードを編成チーム
に入れることで、魅力が倍増すると同時に、イベント pt が多く獲
得できます。
さらに、彼らたちとの甘くて楽しいひとときを過ごせる特別なスト
ーリー付きです。アーティスト写真を撮りに行った遥音、律、詠介、
それぞれのキモチは……！？
・開催期間：2018 年８月 16 日（木）～８月 29 日（水）20:00 まで
■『イケメンライブ

恋の歌をキミに』概要

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

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

＜ストーリー＞
「僕は恋を歌う。歌えないこの世界で。」
今から近くも遠くもない未来。
とある事件をきっかけに、自由な『歌』は政府の機関である
音楽統制局【竜胆（りんどう）】によって監視され、コントロールされるようになっていた。
「規制曲」を密かに創っていたあなたは、うっかり落とした書きかけの楽譜を
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、
シェアハウス【桜城（さくらぎ）】で、共同生活を送ることに。
【桜城】に集うのは、政府の監視をかいくぐり、
危険なライブステージで歌う、個性豊かで無謀なアーティストたちだった――！
「ここでならきっと君の想いを形に出来るって、思わないか？」
これは、世界に響くラブストーリー。
「最高の歌、お前に聴かせてやるよ」
あなたと彼が出逢い、恋に落ちる時……
――世界に、たった一つのラブソングが生まれる。

＜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
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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。

