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『イケメン源氏伝 あやかし恋えにし』

「鞍馬(CV:森川 智之)」の本編ストーリー配信決定！
～3 名の新キャラクター登場＆luz 楽曲タイアップ決定～
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、以下「サイバ
ード」）の、全世界でのシリーズ累計会員数 3,000 万人を誇る女性向け恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」
の人気タイトル『イケメン源氏伝 あやかし恋えにし』にて、新章「禁秘の章〜新たなる恋えにし〜」の開幕
が決定しました。
「鞍馬（CV.森川 智之）」の本編ストーリー配信を皮切りに、新キャラクター「伊吹（CV.諏訪部 順
一）」「崇徳院/顕仁（CV.岩永 徹也）」「橘次末春（CV.小松 昌平）」が登場。また、開幕記念
に生ラジオ番組「イケメン源氏伝生ラジオ おしゃべり絵巻」の放送も、決定しました。

■2020 年冬「鞍馬」本編ストーリー配信決定
『イケメン源氏伝 あやかし恋えにし』では、新章「禁秘の章〜新たなる恋えにし〜」の開幕と、「鞍馬
（CV.森川 智之）」の本編の配信を記念して、アプリ内特設ページを本日 11 月 20 日（金）にオー
プンいたしました。特設ページでは本編内で獲得できるスチルや、本編配信記念の Twitter キャンペーン
情報などを公開しています。
また、本編ストーリーの一部を覗けるダイジェスト PV も本日公開いたしました。
「鞍馬」本編ストーリーでは、今までの『イケメン源氏伝 あやかし恋えにし』にはなかった新たな展開が…
…？ 「鞍馬」と主人公はハッピーエンドを迎えることができるのか、是非ダイジェスト PV で、「鞍馬」本編
の一部を堪能下さい。
ダイジェスト PV：https://youtu.be/oMCPNvmDBlU
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＜あらすじ＞
朝廷の罠によって異能を暴走させてしまうあなた。
手を差し伸べる鞍馬に、あなたがかけた言葉は、
「誰かを傷つけるくらいなら……この命ごと鞍馬の手で終わらせて」
苦しみの底から生まれた、あまりにも残酷で優しい願い。
――二人の恋の果てに、ご期待ください。

■新キャラクター「伊吹」「崇徳院/顕仁」「橘次末春」が登場！
新章「禁秘の章〜新たなる恋えにし〜」にて、『イケメン源氏伝 あやかし恋えにし』の世界を更に彩る新
キャラクターが、本日初公開となりました。
酒天童子「伊吹」を諏訪部 順一さん、呪われた上皇「崇徳院/顕仁」を岩永 徹也さん、闇商人「橘
次末春」を小松 昌平さんが務めます。

新キャラクター発表を記念して、アプリ内では彼ら 3 人の特設ページがオープンしました。プロフィールやス
トーリーなど公開予定ですので、ぜひご覧ください。
また、『イケメン源氏伝 あやかし恋えにし』公式 Twitter では、諏訪部 順一さん、岩永 徹也さん、小
松 昌平さんの直筆サイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンを実施します。
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開催期間：
第一弾（諏訪部 順一）：11 月 20 日(金)〜12 月 4 日(金)23:59
第二弾（岩永 徹也）

: 11 月 23 日(月)〜12 月 7 日(月)23:59

第三弾（小松 昌平）

: 11 月 27 日(金)〜12 月 11 日(金)23:59

さらに、『イケメン源氏伝 あやかし恋えにし』公式 Twitter にて、キャスト発表を記念して「崇徳院/顕
仁」役の岩永 徹也さんのインタビュー動画も公開しました。撮り下ろしのインタビュー動画では、恋愛ゲー
ムの声優初挑戦となる岩永さんが、『イケメン源氏伝 あやかし恋えにし』へ出演にあたっての意気込みを
語ってくれています。どうぞお見逃しなく！
インタビュー動画はこちら：https://youtu.be/AhjKFG7wO1s

■「イケメン源氏伝生ラジオ おしゃべり絵巻」放送決定!ゲストに小松 昌平さん登場
「禁秘の章〜新たなる恋えにし〜」の開幕を記念した、第８回「イケメン源氏伝生ラジオ おしゃべり絵
巻」 が 12 月 15 日（火）に放送決定！ MC に「玉藻」役の田丸 篤志さん、「那須与一」役の鈴木
崚汰さん、そして新キャラクター「橘次末春」役の小松 昌平さんをお迎えして、お送りします。
ミニドラマの生アフレコや、豪華企画、最新情報など盛りだくさんの生ラジオをどうぞお見逃しなく。

番組名：第八回「イケメン源氏伝生ラジオ おしゃべり絵巻」
放送日時：12 月 15 日（火）22:00〜
出演：MC／田丸 篤志（玉藻役）、鈴木 崚汰（那須与一役）
ゲスト／小松 昌平（橘次末春役）
視聴はこちらから：https://live2.nicovideo.jp/watch/lv329060954
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■「禁秘の章～新たなる恋えにし～」タイアップソング決定！
インターネットのミュージックシーンを中心に活躍する luz（ルス）さんとのタイアップも決定！ 和楽器バ
ンドのベーシストであり、シンガーソングライター、ボカロ P としても活動している 亜沙（あさ）さんの書き
下ろしの楽曲によるコラボレーションが、実現しました。
今回のタイアップソングである、「紡縁 -bouen- feat. 亜沙」と、「禁秘の章〜新たなる恋えにし〜」を
イメージしたミュージックビデオが 12 月 4 日（金）にアプリ内で同時初解禁されます。
アプリ内の新章「禁秘の章〜新たなる恋えにし〜」特設ページでは、タイアップソングをフル尺で聴くことが
できます。当日をお楽しみに！
楽曲名：luz「紡縁 -bouen- feat. 亜沙」
作詞・作曲：亜沙 編曲：亜沙＆eba

■『イケメン源氏伝 あやかし恋えにし』とは
イケメンシリーズ 4 年ぶりの日本史×恋愛をテーマにした作品です。物語は、平家を滅ぼした源頼朝が
征夷大将軍に任命された 1192 年を舞台に、平凡な町娘だった主人公が、傷ついた小狐を拾い不思
議な力を得た事から展開していきます。鎌倉幕府、それに対立する反乱軍の戦に巻き込まれ、源頼朝、
義経の源氏兄弟をはじめ、那須与一や武蔵坊弁慶など総勢 10 名の宿命背負う男たちとの恋愛をお
楽しみいただける、壮大な恋物語です。
◆総勢 13 名の彼らと、豪華声優陣が出演！
人気イラストレーター藤 未都也さんがキャラクターデザインを手掛け、キャラクターボイスを豪華声優陣が
務めます。
《 登場キャラクター&声優陣 》
源頼朝 (CV：福山 潤)、梶原景時 (CV：子安 武人)、安達盛長 (CV：三木 眞一郎)、
平重衡 (CV：市川 蒼)、玉藻【九尾の狐】 (CV：田丸 篤志)、源義経 (CV：石田 彰)、
武蔵坊弁慶(CV：関 智一)、那須与一 (CV：鈴木 崚汰)、鞍馬【烏天狗】(CV：森川 智之)、
安倍泰親 (CV：浪川 大輔)、伊吹（CV：諏訪部 順一）、崇徳院/顕仁（CV：岩永 徹
也）、橘次末春（CV：小松 昌平）

NEWS LETTER
◆『イケメン源氏伝 あやかし恋えにし』概要
名

称

イケメン源氏伝 あやかし恋えにし

情 報 提 供

株式会社サイバード

配信開始日

2019 年 8 月 20 日

アクセス方 法

App Store／Google Play で「イケメン源氏伝」で検索

公 式 サイト

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

公式Ｔｗｉｔｔｅｒ

https://twitter.com/ikemen_genjiden

公 式 LINE

LINE 友だち検索で「イケメン源氏伝」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： モバイルを軸としたコンテンツサービス/ゲームの提供、コンテンツビジネス支援、クロスメデ
ィアソリューションの開発/提供、モバイル/Web サイト構築、e コマース、次世代プラット
フォーム/テクノロジーの研究開発など。
＜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
E-Mail： press@cybird.co.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。

