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株式会社サイバード
音楽×恋愛♪シミュレーションゲーム
「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』、
アニメイト「推しなモノコーナー」に８月 10 日（金）より登場決定！
～アクリルスタンド、缶バッジセット、ステッカーセットなどの新商品が
登場！対象商品購入でしおりをプレゼント～
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）の累計会員数 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』では、アニメ

イトとムービックの推しキャラ＆グッズを展開す
るキャラクターグッズコーナー「推しなモノコーナ
ー」にて、2018 年８月 10 日（金）より、本作の新
作グッズの特集が決定しました。
「イケメンライブ」推しなモノコーナーでは、ア
クリルスタンド、缶バッジセット、ステッカーセッ
ト、キャラバッジコレクション、ネックストラップ
の５種類の新商品が登場！2018 年８月 10 日（金）
から８月 26 日（日）までの期間限定で、アニメイ
ト一部店舗（計 32 店舗）で展開します。開催期間
中、開催店舗にて「イケメンライブ」関連のムービ
ック製キャラクターグッズをご購入、ご予約（内金）
1,000 円ごとに、「しおり（全３種）」からランダム
で１枚オリジナル特典がプレゼントされます。
■「イケメンライブ」推しなモノコーナー開催概要
・コーナー名：「イケメンライブ」推しなモノコーナー
・開催期間：2018 年８月 10 日（金）から８月 26 日（日）

・開催店舗：池袋本店 高崎店 仙台店 町田店 千葉店 札幌店 渋谷店 名古屋店 静岡店
新潟店 長野店 浜松店 小田原店 豊橋店 水戸店 天王寺店 三宮店 姫路店
京都店 福岡天神店 岡山店 小倉店 広島店 熊本店 鹿児島店 大阪日本橋店
高松店 柏店 横浜店 梅田店 新宿店 AKIBA ガールズステーション（計 33 店舗）
・特典内容：コーナー期間中、開催店舗にて「イケメンライブ」関連のムービック製キャ
ラクターグッズをご購入 1,000 円ごと、または対象の CD をご予約（内金 1,000
円以上必須）１本ごとに「特典しおり（全３種）」から、ランダムで 1 枚プレ
ゼントされます。
・推しなモノ HP（詳細）
：http://www.movic.jp/info/movic_corner/
■「イケメンライブ」推しなモノコーナーでの販売商品を公開！
「イケメンライブ」推しなモノコーナーでは、アクリルスタンド、缶バッジセット、ステ
ッカーセット、キャラバッジコレクション、ネックストラップの５種類の新商品が登場し
ます。

▲缶バッジセット（サンプル画像）
＜商品一覧＞
① 商品名：アクリルスタンド（全 12 種）
価格：1,200 円（税抜）
サイズ：約 9×20cm
② 缶バッジセット(全７種)、
価格：600 円（税抜）
サイズ：直径約 5.6cm、直径約 3.2cm
③ ステッカーセット(全３種)

価格：600 円（税抜）
サイズ：約 7×7cm 以内
④ キャラバッジコレクション(全 12 種)
価格：各 450 円（税抜）、1BOX 5,400 円（税抜）
サイズ：約 6.5×5.8 ㎝
⑤ ネックストラップ(全２種)
価格：1,000 円（税抜）
サイズ：ベルト部分全長約 43cm
■『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。
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。
名称

イケメンライブ

恋の歌をキミに

情報提供

株式会社サイバード

配信開始日

2018 年夏予定

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

・出演キャスト全メンバーが歌う主題歌「最愛 PHRASE」が流れる公式 PV 公開中！
⇒https://youtu.be/1GEXS8Gl7CU
■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

E-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。

