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株式会社サイバード
『桔梗信玄餅』 ×『イケメン戦国◆時をかける恋』が初のコラボ
2018 年 10 月５日よりオリジナルパッケージの桔梗信玄餅を発売
～桔梗信玄餅コラボミニストーリーの配信や、
桔梗信玄餅工場テーマパークを巡る GPS 連動企画も実施！～
株式会社桔梗屋（本社：山梨県笛吹市、代表取締役：中丸 輝江）の「桔梗信玄餅」と当
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）の女性向け恋愛ゲーム『イケメン戦国◆時をかける恋』は、コラボレーションし
た「桔梗信玄餅」を、2018 年 10 月５日（金）から 12 月 25 日（火）まで期間限定で販売し
ます。山梨土産の定番「桔梗信玄餅」のパッケージに、ゲームで登場するイケメン戦国武
将・武田信玄のキャラクターイラストが描かれた特別限定仕様となります。「桔梗信玄餅」
とゲームアプリのコラボレーションは、今回が初の試みとなります。
また、コラボレーションを記念し、リツイート数に応じて特典がもらえる Twitter キャ
ンペーンや、
「桔梗信玄餅」とのコラボを祝したミニストーリーを期間限定で配信します

■桔梗信玄餅×イケメン戦国◆時をかける恋

コラボレーション概要

2018 年 10 月５日（金）より開始となる『イケメン戦国◆時をかける恋』と、武田信玄ゆ
かりの地である山梨県笛吹市とのコラボレーション企画「イケメン戦国武将と巡る実りの
温泉旅～いざ出陣！信玄ゆかりの地へ～」に合わせ、笛吹市に本社を構え、県を代表する

老舗銘菓・桔梗屋とのコラボレーションが実現しました。ゲームに登場するイケメン戦国
武将・武田信玄が、甘いものが好物というキャラクター設定も、今回のコラボレーション
に至った経緯のひとつとなります。
今回共同で販売する商品は、山梨県を代表する戦国武将・武田信玄のキャラクターイラ
ストが描かれた特別限定パッケージの「桔梗信玄餅（10 個入り）」となります。特別限定パ
ッケージは、ゲームに登場する武田信玄のキャラクターカラーを基調とし、キャラクター
イラストと桔梗屋のトレードマークである可憐な桔梗の花が描かれたコラボオリジナルデ
ザインとなります。見て「どきどき」、食べて「もちもち」をコンセプトにお届けします。
◇販売期間：2018 年 10 月５日（金）～12 月 25 日（火）
※販売終了予定日は、変更となる可能性がございます。
◇販売店舗：桔梗信玄餅工場テーマパーク内直営店

一宮店、

石和温泉、笛吹市周辺の宿泊施設・売店等
◇10 個入り：1,436 円+税

▲コラボオリジナルデザインパッケージ 商品サンプル
■桔梗信玄餅コラボ記念した限定ミニストーリーを、アプリ内で期間限定配信
本コラボレーションを記念した限定ミニストーリーを、10 月 13 日（土）より期間限定で配
信します。アプリ内で、武田信玄、上杉謙信、真田幸村、猿飛佐助が登場する、コラボミ
ニストーリーを期間限定で読むことができます。公式 Twitter でも配信しますので、ぜひ
ご覧ください。
・配信開始：2018 年 10 月 13 日（土）12 時

■豪華アイテムをプレゼント！公式 Twitter リツイートキャンペーンを開催
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、2,059 リツイートでコラ
ボパッケージ待受画像（公式 LINE＠内で配布）を、3,059 リ
ツイートでコラボパッケージスクエア缶バッジ（※抽選で 10
名限定）、4,059 リツイートで体力回復アイテム:信玄のミニ
キャラ桔梗信玄餅（アプリ内配布）をプレゼントします。
・キャンペーン期間：2018 年 10 月 13 日（土）12 時～
10 月 22 日（月）0 時
▲信玄のミニキャラ桔梗信玄餅
■GPS 連動企画！桔梗信玄餅工場テーマパークを巡ると、
桔梗信玄餅をモチーフとしたアイテムをアプリ内でプレゼント！
山梨県笛吹市とのコラボレーション企画「イケメン戦国武将と巡る実りの温泉旅～いざ出
陣！信玄ゆかりの地へ～」の一環として、街歩きをお楽しみいただくため、GPS 機能を利用
し観光スポットを巡ると様々なアイテムがもらえるストーリーラリー企画を、2018 年 10 月
５日（金）より開催します。笛吹市コラボ限定「笛吹市旅行ストーリー」と「ご当地アバ
ター」が取得できます。
今回、対象スポットの一つとなっている桔梗信玄餅工場テー
マパークを訪れると、
「桔梗信玄餅」をモチーフとしたアバタ
ーアイテムがアプリ内でもらえます。
どなたでも無料で参加いただけます。
※参加の際は、位置情報の取得が必要となります。
※iOS/Android アプリ版のみでの実施となります
キャンペーン実施期間…10 月５日（金）～12 月 25 日（火）
【桔梗信玄餅】とは
2017 年

ＪＲ東日本おみやげグランプリ お菓子部門 金賞受賞

2012 年～ ３年連続モンドセレクション金賞受賞
山梨県の老舗和菓子店桔梗屋を代表する銘菓で、誕生から
50 年、今も多くの人に愛され売れ続けているロングセラー
商品です。
“ふるさとの味”をコンセプトに、手作りの味わ
いにこだわっており、たっぷりのきな粉をまぶした国産餅
粉を使用したお餅に、特製の黒蜜をかけていただきます。

▲アバターアイテム

桔梗屋ホームページ
http://www.kikyouya.co.jp/
【イケメン戦国武将と巡る実りの温泉旅～いざ出陣！信玄ゆかりの地へ～】とは
武田信玄をはじめとした戦国武将にゆかりのある山梨県笛吹市の石和温泉や周辺のエリア
の街歩きを楽しみながら、様々な場所でゲームの世界もお楽しみいただけます。また、キ
ャラクターの等身大パネルなどによる街の装飾をはじめ、ゲームの世界観を彷彿させるお
部屋や宿泊者限定オリジナルアメニティグッズがついた宿泊プランなどをご用意します。
そのほか、街歩きもお楽しみいただけるよう各ポイントでオリジナルのショートストーリ
ーやアバターを配信するゲーム連動企画など、多彩な仕掛けを行います。
『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。
■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/
◆Yahoo!ゲーム ゲームプラス
https://games.yahoo-net.jp/beta/650236058
◆d ゲーム
http://prereg.dmkt-sp.jp/?url=http%3A%2F%2Fprereg.portal.dmkt-sp.jp%2Fs
p%2Fpre-reg%2Fdetail%2Fapid%2FA45968
◆DMM GAMES
http://games.dmm.com/detail/ikemen_sengoku/

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

■桔梗屋について
会社名： 株式会社 桔梗屋（http://www.kikyouya.co.jp/）
本社： 山梨県笛吹市一宮町坪井 1928 番地
代表者： 代表取締役 中丸輝江
設立： 1953 年
事業内容： 和洋菓子の製造販売、桔梗信玄餅の製造販売、銘菓・県産品卸及び販売
■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 マンサード代官山
代表者： 代表取締役社長 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。

