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株式会社サイバード
祝『イケメン戦国◆時をかける恋』250 万ダウンロード突破！
豪華記念セットを販売開始！９月の生放送番組「戦なま」では
新展開の発表も決定！！
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）の女性向け恋愛ゲーム『イケメン戦国◆時をかける恋』は、おかげ
さまで 250 万ダウンロードを突破し、これを記念した武将カードや便利アイテムなど豪華
特典をたっぷり詰め込んだセットを、本日８月 21 日（水）より販売します。
また、250 万ダウンロードのその先を目指すべく、イケメン戦国が新たなる展開を行うこ
とも決定しました。新展開に関する初情報は、９月 24 日（火）のニコニコ生放送で配信さ
れる生放送番組「イケメン戦国生ラジオ～今夜は朝まで離さない～」内で発表します。

■全６種類！「250 万ダウンロード記念セット」を販売！

250 万ダウンロードを記念して、ゲーム内では本日８月 21 日(水)より「250 万ダウンロ
ード記念セット」の販売を開始しました。記念セットには、四周年記念の際に東京メトロ
新宿駅の大型広告に使用され、大好評を博した、山田シロ先生描き下ろし「天下一彼氏イ
ラスト」を使用した限定武将カードが登場。他にもこのセットのために用意された限定ア
バターをゲットすることができます。
記念セットは全６種類。中でも超豪華な「姫セット」では、
「天下一彼氏イラスト」を使
用した姫セット限定の５人集合の武将カード１種類と、各１人ずつの武将カード全５種類
が手に入ります。更に、姫セット限定の「くまたんランド」の城背景アバター付で、可愛
い「くまたんランド」アバター全種類を揃えることができます。
他にも、お手軽な「本編応援セット」、「イベントセット」、「がちゃセット」を販売しま
す。それぞれのセットにも、武将カードや城アバター、お役立ちアイテムがたっぷり入っ
ています。販売は９月 23 日（月）まで、お見逃しなく！
■250 万ダウンロード記念セット販売内容
姫セット

特別集合武将カード&天下一彼氏武将カード全 5 種類&くまたんランドア
バター全種類＋超豪華アイテム

本編応援セット

武将カード（信長）&アバター（信長・信玄）＋物語券など本編お役立ち
アイテム

イベントセット壱

武将カード（家康）&アバター（家康・蘭丸・佐助）＋艶紅などイベント
お役立ちアイテム

イベントセット弐

武将カード（三成）&アバター（三成・謙信・義元）＋艶紅などイベント
お役立ちアイテム

がちゃセット壱

武将カード（光秀）&アバター（光秀・秀吉・顕如）＋がちゃ札などがち
ゃお役立ちアイテム

がちゃセット弐

武将カード（政宗）&アバター（政宗・幸村・元就）＋がちゃ札などがち
ゃお役立ちアイテム

■さらなる高みを目指し、イケメン戦国は新展開へ！発表は９月 24 日（火）の「戦なま」
にて！

250 万ダウンロード突破を受け、その先のさらなる高みを目指すべく、イケメン戦国は新
たなる展開を行います。
「新展開」に関する初情報は、９月 24 日（火）に放送が決定した
映像付き生放送番組「イケメン戦国生ラジオ～今夜は朝まで離さない～重大発表祭り！映
像付き特別編（仮）
」にて発表します。番組ではその他にも、ゲームに関わる重大発表を多
数公開予定。MC の加藤 和樹さん、赤羽根 健治さんと一緒に、イケメン戦国が新たなる一
歩を踏み出す記念すべき瞬間を目撃してください！
■番組概要
番組名

イケメン戦国生ラジオ～今夜は朝まで離さない～ 重大発表祭り！映像付
き特別編（仮）

出演者

加藤 和樹（伊達政宗）、赤羽根 健治（猿飛佐助）

配信日

2019 年９月 24 日(火) 時間未定

配信サービス

ニコニコ生放送 「イケメンチャンネル」他

今年の６月に四周年を迎え、今回の 250 万ダウンロード突破と益々勢いに乗るイケメン
戦国は、これからもユーザーの皆様に楽しんでいただけるような作品づくりと、様々な企
画を行っていく予定です。進化を続けるイケメン戦国を、そして武将たちの活躍を、どう
ぞお楽しみに！
『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。
【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

・森蘭丸

CV : 新垣 樽助

・今川義元 CV : 八代 拓

CV : 蒼井 翔太

・毛利元就 CV : 小西 克幸

■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

https://ikemen.cybird.ne.jp/title/sengoku/original/index.html

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（https://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 兼 CEO 本島 匡

設

立：1998 年９月 29 日

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、
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。

