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株式会社サイバード
『イケメン戦国◆時をかける恋』と
近畿日本ツーリスト・山梨県笛吹市コラボ企画
戦国武将との旅行を仮想体験第３弾
８月 28 日（火）より発売開始！
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 内海 州史）の女性向け人気恋愛ゲーム『イケメン戦国◆時をかける恋』は、株式会
社近畿日本ツーリスト首都圏と山梨県笛吹市と共同でコラボレーション企画を実施します。
８月 28 日（火）より、近畿日本ツーリストの国内旅行企画商品「メイト」にて、共同で企
画した商品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～が、同
社のホームページにて、インターネット限定で販売開始されました。
http://meito.knt.co.jp/contents.aspx?f=ikemen_sengoku/index.html

これまでの取り組みとして、2017 年には、本アプリに登場する織田信長ゆかりの岐阜
市・関市、本年４月には徳川家康ゆかりの浜松市・浜名湖舘山寺温泉など、「イケメン戦国
武将」と関連のある地への旅行商品を発表し、ファンの方々を中心に大変ご好評をいただ

きました。そこで今回、第３弾の企画として、本年 10 月より武田信玄ゆかりの地である山
梨県笛吹市を舞台に、さまざまな企画を展開する運びとなりました。
今回販売された旅行商品「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～」では、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。
コラボレーション企画の設定期間は 2018 年 10 月５日(金)～12 月 25 日（火）で、主な内
容は以下の通りです。（※宿泊プランの最終宿泊日は 12 月 21 日 となります）
（１）宿泊企画
①アメニティルームプラン
当企画のオリジナル描き下ろしイラスト・ＳＤキャラクターイラストを使用した近畿日
本ツーリスト×『イケメン戦国◆時をかける恋』オリジナルアメニティグッズ３種類をお
持ち帰りいただける宿泊プランです。
＜オリジナルアメニティグッズ＞
オリジナルの手ぬぐい、クリアファイル、トートバッグ（ランチ用）
※当企画で宿泊しなければ入手できない限定のグッズです。
【旅行代金の一例】18,700 円～28,500 円
（華やぎの章 慶山／２名１室利用・夕朝食付／おとなお１人様）
＜宿泊プラン設定施設＞
華やぎの章 慶山、びゅー、ホテル花いさわ、湯けむりの宿 富士野屋夕亭、
華やぎの章 甲斐路、ホテル古柏園、ホテル石庭、ホテル石風、ホテル千石、ホテル八田
②コンセプトルームプラン
様々なイラスト装飾でゲームの世界観をお楽しみいただけるお部屋です。笛吹市の名物
のブドウ畑の中にいるイケメン戦国キャラクター８人を１枚にまとめたパネルなどを設置
しています。上記①のアメニティにプラスしてオリジナルアクリルチャームもついていま
す。
【旅行代金の一例】27,600 円～31,400 円
（ホテル八田／２名１室利用・夕朝食付／おとなお１人様）
＜宿泊プラン設定施設＞ホテル石風、ホテル八田
※なお、上記宿泊プランに新宿駅～石和温泉駅往復の JR をセットしたプランも設定いた
します。

・販売 URL
http://meito.knt.co.jp/contents.aspx?f=ikemen_sengoku/index.html
（２） ストーリーラリー（街歩きを楽しむゲームに連動した企画）
旅行中、宿泊施設や観光スポットで、
『イケメン戦国◆時をかける恋』アプリ内の GPS 機
能を利用したキャンペーンに参加すると、観光スポットに連動したコラボレーションオリ
ジナルショートストーリーやアバターを取得でき、各スポットで武将たちと実際に旅行を
している気分を味わえます。
＜対象スポット＞
石和温泉駅前公園あしゆ、ワイナリー(マルス山梨ワイナリー・モンデ酒造)、大蔵経寺、
響の里、桔梗信玄餅工場テーマパーク、武田神社付近、コラボ対象宿泊施設
（３）期間中に「イケメン戦国 THE STAGE」と「川中島合戦戦国絵巻」の記念ツアーも開催

笛吹市の秋まつりのメインイベントで、戦国時代の合戦を再現した「川中島合戦戦国絵
巻」は一般参加型のイベントで、参加者は鎧などの衣装をつけシナリオに沿って武田軍、
上杉軍に分かれて合戦絵巻を繰り広げます。このイベントに「イケメン戦国 THE STAGE」
のキャストである早乙女じょうじさん（武田信玄役※本イベ
ント特別配役）、橘龍丸さん（上杉謙信役）と荒一陽さん（真
田幸村役）が出演します。
これを記念し、「川中島合戦戦国絵巻」の観覧と参加をメ
インとした「イケメン戦国 THE STAGE コラボ記念ツアー」
を、10 月 27 日（土）、28 日（日）に実施します。
（合戦イベ
ント参加はオプション）
笛吹市周辺観光スポット訪問と「川中島合戦戦国絵巻」観覧
のほか、特別イベントとして、夕食時に「イケメン戦国 THE
STAGE」のキャスト３名（早乙女じょうじさん、橘龍丸さん、
荒一陽さん）によるトークショー、ハイタッチでのお見送り
なども実施します。
・開催日程：10 月 27 日（土）～28 日（日）１泊２日 （東京駅発着予定・バスツアー）
■宿泊地：石和温泉 華やぎの章 甲斐路／ホテル千石
■ツアー内容：笛吹市周辺観光スポット訪問と「川中島合戦戦国絵巻」観覧。
（オプションで合戦参加）
特別イベントとして、夕食時に「イケメン戦国 THE STAGE」のキャスト３名（早乙女じょ
うじさん、橘龍丸さん、荒一陽さん）によるトークショー、ハイタッチでのお見送りなど
も実施します。
【旅行代金の一例】46,000 円
（華やぎの章 甲斐路／５～６名 １室利用・夕朝食付／おとなお１人様）
■発売：発売中～９月３日 17:00 まで専用ホームページにて
（応募多数時は抽選）

http://www.knt-metro.co.jp/ec/ikemen_sengoku_collab/?utm_source=hdpress&utm_medi
um=referral&utm_campaign=20180821
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※本イベント特別配役

(4) コラボレーションオリジナルグッズの販売
当企画限定の描き下ろしイラストと、笛吹市の名産品である、桃とぶどうをモチーフで
使用した描き下ろし SD キャラクターイラストのグッズを、宿泊施設や、ストーリーラリー
のスポットでもある、石和温泉『響の里』にて販売します。
詳細は後日発表します。
＜販売グッズラインナップ（予定）＞
◆宿泊者限定グッズ
ちりめん風シュシュ
◆コラボレーションオリジナルグッズ
トレーディングイラスト缶バッジ
トレーディング SD キャラクター缶バッジ、アクリルスタンド 他

※商品は十分な数量をご用意しておりますが、無くなり次第終了となります。
ご了承ください。

当社では、本企画を通して、本アプリのファンの方々に、武将達ゆかりの地・山梨県笛
吹市にお出掛けいただきお楽しみいただくとともに、当地のイベントに参加し地元との交
流をはかることにより、宿泊施設や観光施設はもちろん、周辺施設などへの集客拡大と地
域経済の活性化につなげてまいります。
【アプリ『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 11 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 11 名による 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。
【キャラクターおよび、キャラクターボイス担当声優】
・織田信長 CV : 杉田智和

・伊達政宗 CV : 加藤和樹

・真田幸村 CV : 小野賢章

・豊臣秀吉 CV : 鳥海浩輔

・徳川家康 CV : 増田俊樹

・明智光秀 CV : 武内駿輔

・石田三成 CV : 山谷祥生

・武田信玄 CV : 梅原裕一郎

・上杉謙信 CV : 三浦祥朗

・猿飛佐助 CV : 赤羽根健治

・顕如

CV : 新垣樽助

■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/

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

■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
代表者：代表取締役社長

マンサード代官山

内海 州史

創立：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、
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。

