
【報道関係者各位】 2022年5月31日

Nintendo Switch™ / PlayStation®4 用アドベンチャーゲーム
『映画「五等分の花嫁」 ～君と過ごした五つの思い出～』

6/5（日） 秋葉原にて開催する 【発売記念抽選会】
参加方法変更のお知らせ

【参加方法】
「当日先着制」から「事前予約制」に変更いたします。

【予約チケットについて】

予約チケットは、先着となり抽選会参加可能な時間別に申し込みとなり
ます。

【予約受付開始時間】

2022年6月2日（木）18:00～

※先着順

予約受付ページ（https://t.livepocket.jp/e/5q1tm）

※本予約チケットは、店頭抽選会の参加枠のみとなります。予約チケッ
トのみでは店頭抽選会に参加は出来ません。①予約チケット、②レシ
ート等ご購入の証明となる書面、①と②の2点が店頭抽選会参加には
必要となります。予めご了承ください。
※その他、注意事項をよくご確認の上、お申込みください。

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、 2022

年6月5日（日）にアニメイト秋葉原本館店頭にて開催するNintendo Switch™ / PlayStation®4 用 アドベン

チャーゲーム『映画「五等分の花嫁」 ～君と過ごした五つの思い出～』（通称：ごときす）の

発売記念抽選会の参加方法を、 「当日先着制」から「事前予約制」へ変更することをお知らせいたします。

6月5日（日）にアニメイト秋葉原本館店頭にて開催する『映画 五等分の花嫁 ～君と過ごした五つの思
い出～』発売記念抽選会につきまして、発売記念抽選会にご参加される皆様が当初の想定以上の人数に
なると考えられるため、参加方法について変更を行うことにいたしました。当初、先着での抽選会開催を告
知しておりましたが、より多くのお客様のご参加と、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点により、お客
様の健康と安全を考慮した結果、事前予約制での発売記念抽選会を実施とさせていただきます。詳細は
下記ご確認ください。

※事前予約は抽選会のご利用や、賞品の在庫を確約するものではございません。予めご了承お願いいた
します。

主な変更点

『映画五等分の花嫁 ～君と過ごした五つの思い出～』
発売記念抽選会詳細ウェブサイト

http://5pb.jp/games/5hanayome/2nd/event.html

▲6月2日（木）発売

Nintendo Switch™/ PlayStation®4
『映画 五等分の花嫁

～君と過ごした五つの思い出～』

https://t.livepocket.jp/e/5q1tm
http://5pb.jp/games/5hanayome/2nd/event.html


2022年6月5日（日）にアニメイト秋葉原本館にてNintendo Switch™ / PlayStation®4 『映画「五等分の花嫁」

～君と過ごした五つの思い出～』の購入者を対象とした抽選会を行います。

五つ子を演じる声優陣による直筆サイン入りポスターや、早期購入特典CD-RＯＭに収録された「デジタル

ビジュアル集」を、今回のために特別に印刷・製本した冊子など、豪華な非売品アイテムが当たります！

【開催概要】

開催日：2022年6月5日（日）

開催時間：12:00～18:00（予定）

開催場所：アニメイト秋葉原本館1F店頭（東京都千代田区外神田4-3-2）

【賞品】

A賞 出演声優の直筆サイン入りポスター ×2点

サイン参加声優：花澤香菜（中野一花役）、竹達彩奈（中野二乃役）、

伊藤美来（中野三玖役）、佐倉綾音（中野四葉役）、水瀬いのり（中野五月役）

B賞 「デジタルビジュアル集」印刷版 ×50点

（早期購入特典「デジタルビジュアル集」を印刷・製本した冊子）

C賞 販促用非売品ポスターA（B2サイズ）×1,500点

D賞 販促用非売品ポスターB（B2サイズ）×1,500点

※抽選会にご参加の方はいずれか1点が当たります。

『映画 五等分の花嫁 ～君と過ごした五つの思い出～』
発売記念抽選会詳細



【抽選会参加方法】
こちらの予約受付ページ（https://t.livepocket.jp/e/5q1tm）より、お客様ご自身で、ご希望の時間帯の

抽選会予約チケットのご予約をお願いします。

抽選会予約チケットをお持ちの上、対象商品の『映画「五等分の花嫁」 ～君と過ごした五つの思い出

～』限定版・通常版のいずれかをご購入頂いたお客様が抽選会にご参加いただけます。

予約チケット1枚につき購入証明（レシート・納品書等）に記載の購入本数分に応じた回数の抽選にご参

加いただけます。

※賞品は数に限りがあり、無くなり次第終了となります。ご参加いただけなかった場合、対象商品のご

返金等はいたしかねますので、予めご了承ださい。

※ご購入後のキャンセル・返金は一切お受けできませんのでご了承ください。

【参加対象者】
下記の参加対象商品をご購入頂いたお客様

【参加対象商品】
・『映画 五等分の花嫁 ～君と過ごした五つの思い出～』Switch 通常版

・『映画 五等分の花嫁 ～君と過ごした五つの思い出～』Switch 限定版

・『映画 五等分の花嫁 ～君と過ごした五つの思い出～』Switch スペシャルボックス

・『映画 五等分の花嫁 ～君と過ごした五つの思い出～』PS4 通常版

・『映画 五等分の花嫁 ～君と過ごした五つの思い出～』PS4 限定版

・『映画 五等分の花嫁 ～君と過ごした五つの思い出～』PS4 スペシャルボックス

※上記の各商品の新品ご購入の方が対象となります。

※アニメイトを含む全店舗を対象としています。

【参加不可商品】
・ダウンロード版（Switch / PS4とも）

・中古品

『映画 五等分の花嫁 ～君と過ごした五つの思い出～』
発売記念抽選会詳細

https://t.livepocket.jp/e/5q1tm


『映画 五等分の花嫁 ～君と過ごした五つの思い出～』
発売記念抽選会詳細

参加予約チケットのお申込みについて
【予約対象期間】
2022年6月5日(日) 

※当日券の発行予定はございません。必ず事前予約をしてからのご来場をお願いいたします。

【タイムテーブル】
①【12:00～12:15】※集合時間11:55

②【12:15～12:30】※集合時間12:10

③【12:30～12:45】※集合時間12:25

④【12:45～13:00】※集合時間12:40

⑤【13:00～13:15】※集合時間12:55

⑥【13:15～13:30】※集合時間13:10

⑦【13:30～13:45】※集合時間13:25

⑧【13:45～14:00】※集合時間13:40

⑨【14:00～14:15】※集合時間13:55

⑩【14:15～14:30】※集合時間14:10

⑪【14:30～14:45】※集合時間14:25

⑫【14:45～15:00】※集合時間14:40

⑬【15:00～15:15】※集合時間14:55

⑭【15:15～15:30】※集合時間15:10

⑮【15:30～15:45】※集合時間15:25

⑯【15:45～16:00】※集合時間15:40

⑰【16:00～16:15】※集合時間15:55

⑱【16:15～16:30】※集合時間16:10

⑲【16:30～16:45】※集合時間16:25

⑳【16:45～17:00】※集合時間16:40

㉑【17:00～17:15】※集合時間16:55

㉒【17:15～17:30】※集合時間17:10

㉓【17:30～17:45】※集合時間17:25

㉔【17:45～18:00】※集合時間17:40

※①～④各35枚、⑤～⑱各40枚、⑲～㉔各50枚

合計1,000枚予約チケット発行予定

【予約受付開始時間】
6月2日（木）18:00～ ※先着順となります

【予約受付終了時間】
6月5日（日）18:00まで



『映画 五等分の花嫁 ～君と過ごした五つの思い出～』
発売記念抽選会詳細

【予約申込みについて】
・本予約チケットは、店頭抽選会の参加枠のみとなります。予約チケットのみでは店頭抽選会に参加は

出来ません。

①予約チケット、②レシート、納品書等ご購入の証明となる書面、①と②の2点が店頭抽選会参加には

必要となります。予めご了承ください。

・予約チケットは、合計1,000枚の発行を予定しております。

・予約チケットは、当日いずれかの回にお1人様1枚まで申し込み可能です。

・予約チケットのお申込みは無料です。

・予約チケットはQRコードチケットとなります。

・予約チケットは1人1枚必要です。事前にご用意ください。

・予約チケットは、QRコードが表示された画面、もしくは画面を印刷したものを抽選時にご提示くださ

い。

以下の記載内容をよくお読みいただき、予約申込へお進みください。

＜注意事項＞
※いかなる場合でも、予約チケットの再発行は一切いたしかねます。

※予約チケットの譲渡・転売・複製・偽造は禁止です。不正に入手したものは無効となります。

※予約チケットは、先着順となります。予定枚数に達し次第終了となります。予めご了承ください。

※予約チケットは、商品・抽選会の賞品・特典の在庫を確約するものではありません。

※商品・抽選会の賞品・特典は数量限定のため、品切れする場合がございます。

※実施内容やご案内内容は予告なく変更させていただく場合がございます。

※状況により開催期間や営業時間、施内容の変更、また中止となる場合がございます。

ご来場前に、【ごときす】五等分の花嫁 ～君と過ごした五つの思い出～ 公式ツイッターをご確認くださ

い。

※申し込み後のキャンセル、予約日時の変更はいたしかねます。

※ご質問・お問合せにつきましては、MAGES.お問い合わせフォームまでお願いいたします。

※本イベントへのご質問、お問い合わせにつきましては、販売店様へのお問い合わせはご遠慮ください。

※販売店様からのご回答はいたしかねます。

MAGESお問い合わせフォーム http://5pb.jp/games/contact

予約受付ページ https://t.livepocket.jp/e/5q1tm

https://t.livepocket.jp/e/5q1tm


『映画 五等分の花嫁 ～君と過ごした五つの思い出～』
発売記念抽選会詳細

＜よくあるご質問＞
■Ｑ＆Ａ
Ｑ１：予約チケットを申し込む時は購入証明は必要ですか？

Ａ１：予約チケットを申し込む時は購入証明は必要ではありません。

ただし、抽選会当日、購入証明がないと抽選会には参加できません。

Ｑ２：家にはプリンターがなく購入証明を印刷できません。

Ａ２：お手数ですがコンビニのネットプリントをご活用ください。

詳しくは

https://www.printing.ne.jp/

をご覧ください。

スムーズな抽選会を行うため、購入証明は印刷したものをご持参ください。

ご協力をお願いします。

Ｑ３：当日の最新情報が知りたい

Ａ３：当日の模様はゲーム公式Twitterでリアルタイムにお知らせします。

ゲーム公式Twitterをフォローいただくことをお勧めします。

https://twitter.com/5Hanayome_adv

Ｑ４：予約チケットの申し込みにお金はかかりますか？

Ａ４：予約チケットの申し込みにお金はかかりません。

■アニメイト秋葉原本館での『映画「五等分の花嫁」 ～君と過ごした五つの思い
出～』店頭抽選会 対象商品販売について

6月5日（日）当日、アニメイト秋葉原本館にて、『映画「五等分の花嫁」 ～君と過ごした五つの思い出～』

をご購入いただいたお客様には、先着で18時00分～回の発売記念抽選会にご参加いただける抽選会

参加券をお渡しいたします。ぜひご参加ください。

対象商品は無くなり次第終了になります。

※①抽選会参加券、②レシート等ご購入の証明となる書面、①と②の合わせて2点が店頭抽選会参加

には必要となります。

※アニメイト秋葉原本館にて、対象商品をご予約されているお客様の6月5日当日のお引き取りについ

ては、抽選会参加券付与の対象外とさせていただきます。

抽選会参加希望のお客様は、事前に予約チケットのお申込みをいただきますようお願いします。

※当日の抽選会対象商品のご購入は、お1人様1本までにさせていただきます。

※対象商品、抽選会賞品は数に限りがございます。予めご了承ください。

https://www.printing.ne.jp/
https://twitter.com/5Hanayome_adv


「落第寸前」「勉強嫌い」の美少女五つ子と、彼女たちのアルバイト家庭教師になった上杉風太郎の青春

を描いた、著者「春場ねぎ」による大人気ラブコメ漫画。週刊少年マガジン（講談社刊行）で連載されコ

ミックスの累計発行部数は 1600 万部を突破し、 2 度に渡る TV アニメ化に加え、 TV アニメの完結にあ

たる映画「五等分の花嫁」が 2022 年 5 月 20 日 （金） より公開され、大ヒット上映中です。

「五等分の花嫁」とは

舞台は沖縄！目的はキス！
五つ子と行く卒業旅行！

高校3年生最後の学園祭の後夜祭で、風太郎は自らの思いを五つ子の一人に伝え、お互いの気持ちを
確認する。

それから半年後。
それぞれの進路へと進む春を前に、共に過ごす思い出を作ろうと考えた風太郎は五つ子たちに卒業旅
行を提案する。

風太郎の胸の内には、もう一つの目的があった。
受験や卒業を迎えることを優先していた風太郎の恋の進展は、これまでスローペースだった。このままで
はいけないと考えた風太郎は、旅行中に告白相手にキスをし、これから先の遠距離恋愛を乗り越えられ
るよう絆を確実なものにする決意をしたのだ。

行き先は沖縄。
果たして、どんな卒業旅行になるのか？そして、風太郎のキスは成功するのか？

『映画「五等分の花嫁」 ～君と過ごした五つの思い出～』 STORY



タイトル 映画「五等分の花嫁」～君と過ごした五つの思い出～
ジャンル ドキドキ卒業旅行ADV
機種 Nintendo Switch™ / PlayStation®4
発売日 2022年6月2日
価格 通常版 8,580円（税込）

限定版 11,880円（税込）
ダウンロード版 7,700円（税込）

CERO 「B」（12才以上対象）
限定版特典 シチュエーションドラマCD 5枚組
早期購入特典 デジタルビジュアル集（CD-ROM）

著作権表記 ©春場ねぎ・講談社／映画「五等分の花嫁」製作委員会 ©MAGES. 

・ゲーム『映画「五等分の花嫁」～君と過ごした五つの思い出～』ウェブサイト
http://5pb.jp/games/5hanayome/2nd/

・ゲーム『映画「五等分の花嫁」～君と過ごした五つの思い出～』Twitter
【ごときす】五等分の花嫁～君と過ごした五つの思い出～
@5Hanayome_adv

商品情報

【会社概要】

会社名：株式会社MAGES.（メージス）

所在地：〒108-0073 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

報道関係の皆様からのお問い合わせ先

株式会社MAGES.
マーケティング部

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

【メインキャスト】
上杉風太郎 CV.松岡禎丞 中野一花 CV.花澤香菜 中野二乃 CV.竹達彩奈
中野三玖 CV.伊藤美来 中野四葉 CV.佐倉綾音 中野五月 CV.水瀬いのり
上杉らいは CV.高森奈津美

http://5pb.jp/games/5hanayome/2nd/
http://5pb.jp/games/contact
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