
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

2021年11月11日発売の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)。ゲームでは山梨県内を舞台にした物語を楽しめ

ます。このキャンペーンでは「ゆるキャン△」に縁のある山梨

県内19か所を巡り、全19種類のステッカーを入手できるとい

うものです。

キャンペーン参加方法は、ゲームのビジュアルパネル

（ゲームのメインビジュアルをあしらった特大スタンドパネ

ル）を見つけて、所定のハッシュタグを付けてツイートし、そ

の近くにあるステッカー引換所でツイート画面を提示するこ

とでその場所のステッカーを貰うことができます。 ▲このパネルが目印！
（高さ1500mm×幅600mm）

2021年11月11日発売 Nintendo Switch™ / PlayStation®4

『ゆるキャン△ Have a nice day!』

山梨めぐりステッカーキャンペーン開始、

さらに、発売日にちなみポッキープレゼントキャンペーン決定のお知らせ

『ゆるキャン△ Have a nice day!』山梨めぐりステッカーキャンぺーン
山梨県内19か所をめぐり全19種類のゆるキャン△ステッカーを集めよう！

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

ポッキープレゼントキャンペーン実施決定！

本作ゲーム発売日である11月11日は、ポッキー＆プリッ

ツの日。そこで、江崎グリコより発売されている「ポッキー」

をゆるキャン△仕様に装丁した特製ポッキーを作ってプレ

ゼントすることを決定しました。「ポッキープレゼントキャン

ペーン」の詳細は後日発表します。お楽しみに。

なお、この特製ポッキーは販売商品ではありません。

▲ステッカーは19か所すべて
異なる全19種類！
（直径125mm）

パネルを見つけてツイートするとステッカーがもらえる！

11月11日は「ゆるキャン△ナイス」 で

ポッキーとご一緒に！

▲限定オリジナル
パッケージ

▲なでしことリンの両手にポッキー！



『ゆるキャン△ Have a nice day! 』キャンペーン参加方法



『ゆるキャン△ Have a nice day! 』キャンペーン配布ステッカー（全19種類）



実施施設名 看板設置場所 引き換え場所 住所 営業時間 定休日

浩庵キャンプ場 センターロッジ センターロッジ
〒409-3104 山梨県南巨摩郡身延
町中ノ倉2926 8:00～20:00 不定休

旧下部中学校（本栖高校）
旧下部中学校
（本栖高校）

身延町役場下部支
所
※学校から徒歩5分

〒409-3423 山梨県南巨摩郡身延
町常葉1093

8:30～17:15 ※土日祝日は日直
対応

山梨水晶本店 店内 レジ
〒409-2412 山梨県南巨摩郡身延
町角打3124

9:00～17:00
木曜日
※木曜祝日の場合
営業します。

セルバみのぶ店 店内 サービスカウンター
〒409-3423 山梨県南巨摩郡身延
町飯富2309-200

9:00～20:00 年中無休

ニュー梅月 店内 レジ
〒409-2936 山梨県南巨摩郡身延
町常葉7023

8:00～19:00 不定休

甲斐黄金村・湯之奥金山博物
館

館内 受付
〒409-2947 山梨県南巨摩郡身延
町上之平1787 9:00～17:00 水曜日

身延山ロープウェイ 身延山駅 受付
〒409-2524 山梨県南巨摩郡身延
町身延字上の山4226-2

～11/15 8：40－16：40
11/16～ 9：00－16：20
コロナ禍のため臨時運
行中
営業時間はHPを参照

不定休

武州屋 店内 レジ
〒409-2524 山梨県南巨摩郡身延
町身延3850-1 9:00-18:00 不定休

道の駅なんぶ 施設内 レジ
〒409-2211 山梨県南巨摩郡南部
町中野3034-1 9:00～17:00 年中無休

みたまの湯 施設内 受付
〒409-3611 山梨県西八代郡市川
三郷町大塚2608

10:00～22:00 年中無休

山梨県笛吹川フルーツ公園/
葡萄屋kofu パークcafé

葡萄屋kofu パー
クcafé レジ

〒405-0043 山梨県山梨市江曽原
1488

10:30-17:00 年中無休

街の駅やまなし/
オーチャードカフェ

オーチャードカフェレジ
〒405-0018 山梨県山梨市上神
内川1711

10:00～17:00
水曜日（祝日の場
合はその翌平日）、
年末年始

大石公園/河口湖自然生活館
河口湖自然生活
館

レジ
〒401-0305 山梨県南都留郡富士
河口湖町大石2585

10:00～17:15
年中無休（年末年
始営業時間の短縮
あり）

山梨県立富士山世界遺産セン
ター

北館2F 北館１F受付
〒401-0301 山梨県南都留郡富士
河口湖町船津6663-1

9:00～17:00 年中無休

富士山駅 構内 改札窓口
〒403-0005 山梨県富士吉田市上
吉田2-5

5:25～22:02 年中無休

道の駅富士吉田/
富士山レーダードーム館

富士山レーダー
ドーム館

受付
〒403-0006 山梨県富士吉田市新
屋1936-1

≪平日≫
9:00 ～ 16:00 最終入
館 15:30
≪土曜・日曜・祝日≫
9:00 ～ 17:00 最終入
館 16:30

毎週火曜日・年末
年始

山中湖温泉 紅富士の湯 施設内 受付
〒401-0501 山梨県南都留郡山中
湖村山中865−776 

11:00～18:00
（最終受付 17：30）

月曜臨時休館
火曜

鳴沢氷穴 売店（入場無料） 売店（入場無料）
〒401-0320 山梨県南都留郡鳴沢
村8533

10:00～16:30 12月まで無休

エルク 店内 レジ
〒400-0047 山梨県甲府市徳行4-
13-9

11:00～20:00／日曜･祝
日～19:00

火曜

『ゆるキャン△ Have a nice day! 』キャンペーン実施施設



【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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