
株式会社MAGES.（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11月11日発売となるNintendo Switch™、PlayStation®4用アドベンチャーゲーム『ゆるキャン△ Have a 

nice day! 』の2大キャンペーンとして、山梨をめぐるキャンペーンの開始と、ポッキープレゼントキャン

ペーンの実施を決定したことをお知らせいたします。

【報道関係者各位】 2021年10月11日

Nintendo Switch™ 、PlayStation®4用ゲーム『ゆるキャン△ Have a nice 
day!』（略称、ゆるキャン△ナイス)の発売日である11月11日が“ポッキー＆

プリッツの日”であることにちなみ、本作ゲームオリジナル装丁のポッキー

を、11月11日に無料配布することが決定しました。

配布場所は、東京・アニメイト秋葉原本館店頭、アニメイト池袋本店店頭、

および、大阪・アニメイト大阪日本橋店頭となります。詳細は、次ページを

ご覧ください。なお、この『ゆるキャン△ Have a nice day!』オリジナルポッ

キーは非売品です。

Nintendo Switch™ / PlayStation®4

『ゆるキャン△ Have a nice day!』 ポッキープレゼントキャンペーン詳報

2021年11月11日

アニメイト秋葉原本館/アニメイト池袋本店/アニメイト大阪日本橋にて無料配布

秋葉原本館では発売記念抽選会を同時開催のお知らせ

アニメイト秋葉原本館/アニメイト池袋本店/アニメイト大阪日本橋にて

11月11日 オリジナルポッキーを無料配布！

『ゆるキャン△ Have a nice day! 』公式サイト htthttp://5pb.jp/games/yurucamp/

アニメイト秋葉原本館店頭にて

発売記念抽選会を同時開催！

豪華賞品は、総数21枚の出演声優サイン色紙！

また、同日にアニメイト本館店頭では、出演声優のサイン色紙が

総勢21名に当たる発売記念抽選会を開催いたします。

A賞として寄せ書きサイン色紙が計3枚、B賞は個別サイン色紙

計18枚となっており、総数で21枚の直筆サイン色紙が当たります。

また、参加賞として『ゆるキャン△ Have a nice day!』特製ポスト

カードを、オリジナルポッキーとともに進呈いたします。

サイン色紙は、花守ゆみり（各務原なでしこ役）、東山奈央（志摩

リン役）、原紗友里（大垣千明役）、豊崎愛生（犬山あおい役）、高

橋李依（斉藤恵那役）、伊藤静（鳥羽美波役）のメインキャスト6名
の直筆です。



『ゆるキャン△ Have a nice day!』公式サイトキャンペーンページ

http://5pb.jp/games/yurucamp/campaign_pocky.html

※画像はイメージです。

『ゆるキャン△ Have a nice day!』ポッキープレゼントキャンペーン

実施概要

【実施概要】
『ゆるキャン△ Have a nice day!』ポッキープレゼントキャンペーン

実施日：2021年11月11日（木）

実施場所：アニメイト秋葉原本館店頭 ／ アニメイト池袋本店店頭
アニメイト大阪日本橋

実施時間：アニメイト秋葉原本館
13:00～14:00、15:00～16:00、17:00～18:00
アニメイト池袋本店
12:00～13:00、14:00～15:00、16:00～17:00
アニメイト大阪日本橋
12:00～13:00、14:00～15:00、16:00～17:00

アニメイト全店対象でSwitch/ PS4『ゆるキャン△Have a nice day!
』をご購入の方にはポッキーを差し上げます。



『ゆるキャン△ Have a nice day!』発売記念抽選会 開催概要
日時：2021年11月11日 12:00～19:00

場所：アニメイト秋葉原本館店頭

【Ａ賞】出演声優の寄せ書きサイン色紙 3名様
【Ｂ賞】出演声優のサイン色紙（６種よりランダム）18名様
【参加賞】ポストカード
※参加者には『ゆるキャン△ Have a nice day!』オリジナルポッキーを進呈いたします。
オリジナルポッキーの配布終了時間（18:00）以降でも、抽選会開催中にポッキーの余剰が
ある場合は進呈いたします。

【サイン色紙参加声優】
花守ゆみり（各務原なでしこ役）、東山奈央（志摩リン役）、原紗友里（大垣千明役）、
豊崎愛生（犬山あおい役）、高橋李依（斉藤恵那役）、伊藤静（鳥羽美波役）

※参加に際しての注意事項を次ページに記載しています。

※画像はイメージです。

メインキャスト陣の寄せ書きサイン色紙が総勢21名に当たるチャンス！

参加賞としてポストカードをプレゼント！

▲宛名面もゆるキャン△仕様！

【A賞】寄せ書きサイン色
紙

【B賞】個別サイン色紙

【参加賞】ポストカード（全6種
）



【注意事項】

・参加ご希望の方はレシート等ご購入の証明となる書面をお持ちください。

・通信販売などで当日までに届かないなどの場合には、現場のスタッフにお問い合わせください。

・抽選会参加時にレシート等ご購入の証明となる書面に押印をいたします。押印済みのものにて、再度抽

選会に参加することは出来ませんのでご了承ください。

・購入店舗は問いません。但し、ダウンロード版と中古品は対象外となります。

・抽選は、商品1本の購入につき1回です。本書記載の当選人数は延べ人数です。複数回抽選に参加され

た場合、複数の当選が出る場合があります。

・Ｂ賞の個別サイン色紙が当たった場合、選ぶことはできません。ランダムでのお渡しになります。

・転売防止の為、サイン色紙の当選者様には色紙の裏面にお名前をマジックで記入して頂きます。

・参加賞のポストカードは、ゲーム1本につき1枚進呈します。絵柄は選べません。ランダムでのお渡しにな

ります。

・通信販売は購入の証明となる納品書を必ずご持参ください。 購入画面やメール画面などは対象外となり

ます。

・通常版、限定版どちらも対象となります。

・賞品は数に限りがあります。無くなり次第終了となります。

・転売は禁止です。

・抽選会当日はスタッフの指示に従ってください。同意いただけない場合、イベントへの参加をお断りするこ

とがあります。

・イベントは予告なく、変更や中止になる場合がございます。予めご了承ください。

【感染予防について】
※ウイルス性の感染症予防および感染拡大防止のため、ご来場のみなさまへ以下のご協力をお願いいた

します。

・万が一、発熱・咳・全身痛などの症状がある場合は、イベントへのご参加をお控えいただけますようお願

いいたします。

・当日体調にご不安のある方は、くれぐれもご無理なさらぬようお願いいたします。

・ご自分の身近に新型コロナ感染症の方、または感染の疑いがある方がいらっしゃる場合は、下記厚生労

働省公式HPを御確認の上、ご対応をお願いいたします。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00009.html

・入管法に基づく入国制限の対象となっている地域から日本への入国後14日間経過していないお客様の

ご参加はご遠慮いただきますようお願いいたします。

・咳エチケットをお守りください。咳・くしゃみなどの症状が出る場合は、イベントへのご参加をお控えいただ

く、またはご退出のお願いをさせていただく場合がございます。

・感染予防・拡散防止のため、運営スタッフはマスク・手袋等を着用してご案内、ならびに受付や舞台上に

防護シート等を設置させていただく場合がございます。

・その他、当日の状況により、お客様、出演者、スタッフ等の安全確保のため、様々な制約やご協力をお願

いする場合がございます。ご了承の程、お願い申し上げます。



【開発・発売元 会社概要】

会社名： 株式会社MAGES.（メージス）

所在地：東京都港区三田3-13-16 三田43MTビル

代表取締役会長：志倉千代丸

代表取締役社長：本荘健吾

設立 2006年7月

URL http://mages.co.jp 

本 リ リ ー ス に 関 す る 報 道 関 係 の 皆 様 か ら の お 問 い 合 わ せ 先

株式会社MAGES.
広報宣伝部
右記 メールフォームよりお問い合わせください http://5pb.jp/games/contact

タイトル ゆるキャン△ Have a nice day!
（読み：ゆるキャンハヴァナイスデー）

ジャンル ゆるくキャンプするADV
機種 Nintendo Switch™ / PlayStation®4
発売日 2021年11月11日
価格 通常版 7,800円（税抜）/8,580円（税込）

限定版 10,900円（税抜）/11,990円（税込）

ダウンロード版 7,000円（税抜）/7,700円（税込）

CERO A （全年齢対象）

著作権表記 ©あfろ・芳文社／野外活動委員会 ©MAGES.

【限定版同梱特典】

チョロＱ 志摩リン＆スクーター

※画像を掲載される場合のはコピーライト表記は下記をご記載ください。

©あfろ・芳文社／野外活動委員会 ©MAGES. ©TOMY

『ゆるキャン△ Have a nice day!』公式サイト http://5pb.jp/games/yurucamp/
MAGES.（GAME）公式Twitter @5pbgames 推奨ハッシュタグ #ゆるキャンナイス

【関連サイト・Twitter】
アニメ「ゆるキャン△」ポータルサイト https://yurucamp.jp/
TVアニメ『ゆるキャン△』シリーズ公式Twitter @yurucamp_anime

【メインキャスト】

各務原なでしこ（CV.花守ゆみり）、志摩リン（CV.東山奈央）

大垣千明（CV. 原紗友里）、犬山あおい（CV.豊崎愛生）、斉藤恵那（CV.高橋李依）

【オープニングテーマ】

「See the light」 歌：亜咲花 作詞・編曲：永塚健登 作曲：アッシュ井上

【エンディングテーマ】

「ロッホと旅人」 歌：佐々木恵梨 作詞：佐々木恵梨 作曲：佐々木恵梨、中村ヒロ 編曲：佐々木恵梨

『ゆるキャン△ Have a nice day! 』商品情報
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