
 

 

報道関係各位 

 

株式会社 MAGES.（本社:東京都港区、代表取締役会長:志倉千代丸、代表取締役社長:本荘健吾）は、 

2021 年 1 月 16 日に行う同社が原作の作品「明治東亰恋伽」のイベント『ハヰカラ新春詣』のキービジュアルの

公開、特製グッズの販売や、 

LOVE&ART OFFICIAL FANCLUB でのチケットの 2 次受付を本日 18 時から開始することを発表いたします。 

『ハヰカラ新春詣』キービジュアル公開！ 

ゲームや TV アニメ化、アプリなどこれまで様々なメディアミックスを行いながら、物語
を紡いできた明治東亰恋伽。 
10 周年イヤーである 2021 年、最初のイベントとなる『ハヰカラ新春詣』のキービジュア
ルが初公開されました！ 
 

浪川大輔・KENN・鳥海浩輔ら 9 名出演 

明治東亰恋伽スペシャルイベント『ハヰカラ新春詣』 

イベントキービジュアル&特製グッズデザイン発表！ 

LOVE&ART OFFICIAL FANCLUB の 2 次先行受付スタート！ 



色とりどりな和服に身を包んだ華やかな好男子たちと一緒に、新しい一年の幕開けをお祝

いしましょう！ 

特製グッズデザイン公開！キャラアニ.com にて受注開始！ 

『ハヰカラ新春詣』の特製グッズの販売が決定！ 
色とりどりで華やかな和服に身を包んだ好男子たちが缶バッジやブロマイド、アクリルスタ
ンド等になって登場です。 
更に、イベント出演キャスト陣の「お正月」をテーマにした撮り下ろし写真や、インタビュ
ーを掲載したパンフレットも販売します。 

 
トレーディング缶バッジ 10 個セット 

       
「明治東亰恋伽 ハヰカラ新春詣」イラストを使用し
た缶バッジです。 
表面はマット加工、各キャラ 2 種ずつ計 22 種のデ
ザインでラインナップ！ 
 

■価格：5,500 円（税込）  
■サイズ：直径 54mm 程度 
■全 22 種 
※絵柄はお選び頂けません。 
※セット内でデザインが重複する場合がございます。 
 
 

 
 

トレーディングブロマイド 2 枚組 10 個セット 
  
「明治東亰恋伽 ハヰカラ新春詣」イラストを使用した 
ブロマイドです。 
通常仕様と、箔押し仕様でラインナップ！ 
 

■価格：5,500 円（税込）  
 ■サイズ：L 判 
 ■通常 11 種＋箔押し 11 種／計 22 種 
 ※絵柄はお選び頂けません。 

※セット内でデザインが重複する場合がございます。 
 
 
 
 
 
 

 

トレーディングアクリルキーホルダー 10 個セット 
 

「明治東亰恋伽 ハヰカラ新春詣」イラストを使用した 
コロンとした丸形がチャーミングなアクリルキーホルダー
です。 

 
■価格：6,600 円（税込）  
■サイズ：W70×H70mm 程度 
■全 11 種 

  ※絵柄はお選び頂けません。 
※セット内でデザインが重複する場合がございます。 

 



トレーディングアクリルスタンド  
 

 

「明治東亰恋伽 ハヰカラ新春詣」イラストを使用したア

クリルスタンドです。 

■1 体（トレーディング）価格：各 990 円（税込） 

 ※絵柄はお選び頂けません。 

■全 11 体セット価格：10,890 円（税込） 

■サイズ：W90×H90mm 程度 

             （台座 40×60mm 程度） 

■全 11 種 

 

 

 

ミニタペストリー 

 

「明治東亰恋伽 ハヰカラ新春詣」イラストを使用した 

タペストリーです。 

※好男子の組み合わせは全部で 3 種類あります。 

■全 11 種                                             

■サイズ：W150×H500mm 程度 

スエード素材 

・A セット（泉鏡花、藤田五郎、岩崎桃介、滝廉太郎） 

・B セット（森鴎外、川上音二郎、小泉八雲、尾崎紅葉） 

■価格：4,400 円（税込） 

 

・C セット（菱田春草、横山大観、チャーリー） 

■価格：3,300 円（税込） 

 

クッションカバー 

 

「明治東亰恋伽 ハヰカラ新春詣」イラストを使用した

クッションカバーです。 

■価格：3,850 円（税込） 

■サイズ：500×500mm 程度 

■全 6 種 

森鴎外＆菱田春草／川上音二郎＆泉鏡花／藤田五郎＆

小泉八雲／岩崎桃介＆尾崎紅葉／滝廉太郎＆横山大観

／チャーリー＆好男子 

※両面にイラストが入っています。 

■材質：綿 100% 

■生産国：日本 

 



ブランケット 

「明治東亰恋伽 ハヰカラ新春詣」キービジュアルを使用し

たブランケットです。 

■価格：3,850 円（税込） 

■サイズ：650×480mm 程度 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペンライト&巾着トート 

 

 

イベントの必需品ペンライト！ 

「明治東亰恋伽 ハヰカラ新春詣」オリジナルデザインです。 

持ち運びに便利な巾着トート付き♪ 

 

■価格：3,850 円 

 

ペンライト 

■サイズ： W120×200 

■仕様：8 色カラーチェンジ 

                          

巾着トート 

■サイズ：：W310×H350×マチ 80mm 

■持ち手の太さ約 25mm／長さ約 450mm 

■材質：綿 100％ 

※プレミアム席チケット付属のものと同一商品です。 

 

パンフレット 

 

「好男子たちと新春初詣」をテーマに、めいこいキャストたちが

様々な装いで登場。 

イベント出演キャスト総撮り下ろし＆インタビューありのパンフ

レットです！ 

■価格：3,850 円（税込） 

■サイズ：A4 

■ページ数：36P・フルカラー 

※撮り下ろし写真使用年賀カードつき 

（出演者 9 名のうち１種・ランダム） 



トレーディング写真フレーム風クリアカード 10 個セット 

 

好男子たちの紋付袴姿のイラストを使用した写真フレーム

風のクリアカードです。 

■価格：3,300 円（税込）  

■サイズ：80×120mm 

■素材：PP 高透明カード 

■全 11 種 

 

 

 

 

 

 

 

 

《めいこいうさぎのグッズも登場！》 

 

マスク＆マスクケースセット 

和風なめいこいうさぎがあしらわれたマスク＆マスクケースです。 

マスクケースは布製で洗濯もできるので、清潔にお使いいただけます。 

 

■価格：2,200 円(税込) 

■材質 

・マスク：綿 100%(W ガーゼ) 

・ケース：綿 100% 

■サイズ 

・マスク：W200mm×H150mm 程度 

・ケース：W140mm×H140mm 程度 

■生産国：日本 

※マスクは感染（侵入）を完全に防ぐものではありません。 

                        

■受注期間：2020 年 11 月 18 日(水)18 時 00 分～2020 年 12 月 13 日(日)23 時 59 分 

■各商品の詳細・販売サイトはこちら 

https://www.chara-ani.com/pickup.aspx?p=meikoi_haikara_shinshun 

 

LOVE&ART OFFICIAL FANCLUB 先行チケット 2 次受付 本日 18 時より！ 

 
本日 18 時から「明治東亰恋伽『ハヰカラ新春詣』」の LOVE&ART OFFICIAL FANCLUB
会員限定チケット先行 2 次受付を開始します。 
 
・日時：2021 年 1 月 16 日（土）17:00 開場 ／ 18:00 開演 
・チケット券種： 

https://www.chara-ani.com/pickup.aspx?p=meikoi_haikara_shinshun


 プレミアム席：12,650 円（税込） 

※会場前方席、ペンライト&巾着トート付き（※通販・物販で販売予定のものと同じ商品
になります。） 

スタンダード席：8,800 円（税込） 
 

・お申し込み方法 
 ※お申し込みには、LOVE&ART OFFICIAL FANCLUB パール会員に登録する必要がござ
います。 
 申込期間：11 月 18 日(水)18:00～11 月 30 日(月)23：59 
 抽選発表：12 月 1 日(火)18:00 頃 
 申込条件：1 申込につき２枚まで 
 ※LOVE&ART OFFICIAL FANCLUB サイト（https://www.loveandart.jp/）から会員
登録の上お申し込みください。 

 

イベント情報 

 

イベント名：明治東亰恋伽『ハヰカラ新春詣』 
開催日程：2021 年 1 月 16 日（土） 
開場 17:00 ／ 開演 18:00 
 
場所：TACHIKAWA STAGE GARDEN（立川ステージガーデン） 

東京都立川市緑町 3-3 N1 
 

主催：LOVE&ART／MAGES. 
 

【出演者】 
・浪川大輔（森鴎外役） 
・KENN（菱田春草役） 
・鳥海浩輔（川上音二郎役） 
・岡本信彦（泉鏡花役） 
・福山潤（藤田五郎役） 
・立花慎之介（小泉八雲役） 
・梅原裕一郎（尾崎紅葉役） 
・蒼井翔太（滝廉太郎役） 
・前野智昭（横山大観役） 



 

 

報道関係の皆様からのお問い合わせ先 

LOVE＆ART （株式会社 MAGES.）  コピーライト：©MAGES./LOVE＆ART 

〒108-0073 東京都港区三田 3-13-16 三田 43MT ビル 6F 
宣伝担当：IP ビジネス本部 
E-mail dp-ip-pr@mages.co.jp ／ TEL：03-6866-0715 


