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【重要】サービス終了のお知らせ

平素よりご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
「プレスリリースゼロ」は2021年5⽉20⽇をもちまして、サービスを終了させていただくこととなりました。
ご利⽤のお客様には⼤変ご迷惑をおかけいたしますが、
何卒ご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
⻑らくのご利⽤、誠にありがとうございました。
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「HAPPY HAMSTER（ハッピーハムスター）」シリーズのCLUB
BLACK（クラブ ブラック）からコラボ新商品「ヌヌコだらけ」2⽉22
⽇発売︕
CLUB BLACKのプレスリリース
2018年 02⽉ 21⽇

⾕⼝ 亮デザインのキャラクター「ヌヌコ⽇和」とのコラボレーション
で、可愛い“愛されているキャラ”ヌヌコがシンプルで楽しいボードゲー
ムに︕ “ニャンニャンニャンの⽇”＝2⽉22⽇（⽊）から販売を開始しま
す。

シンプルなボードゲームやカードゲームの開発・販売などを⼿がけてい
るゲームメーカー CLUB BLACK（クラブ ブラック）（所在地︓北海道
札幌市）は、⾕⼝ 亮デザインのキャラクター“ヌヌコ⽇和”とのコラボ
レーション商品「ヌヌコだらけ」の販売を“ニャンニャンニャンの⽇”＝
2⽉22⽇（⽊）に開始します。

▼ CLUB BLACK 新商品「ヌヌコだらけ」
 紹介・販売ページ︓http://www.club-black.net/product/
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商品・サービス

ゲーム・ホビー

2018年 02⽉ 21⽇

ボードゲーム  CLUB BLACK  猫の⽇  ヌヌコだらけ  ヌヌコ⽇和

■「HAPPY HAMSTER（ハッピーハムスター）」につづく新商品は「ヌヌコ⽇和」とのコラボ商品で、可愛い⽇本猫の⼦猫キャラ「ヌヌコ」がカードゲームとして登場︕︕

CLUB BLACKが2⽉22⽇（⽊）（ニャンニャンニャンの⽇）から販売を開始する「ヌヌコだらけ」は、⾕⼝ 亮デザインのキャラクター“ヌヌコ⽇和”のキャラクターを使った
新作のボードゲームです。

CLUB BLACKはこれまで、可愛いハムスターのアナログカードゲーム「HAPPY HAMSTER（ハッピーハムスター）」シリーズを展開し好評をいただいております。クラウド
ファンディングも成功させ、第三弾までシリーズを販売してきました。

▼ 2017年6⽉13⽇付プレスリリース「愛されキャラが活躍するボードゲームのシリーズが新作を発表。『ハッピーハムスター』第三弾の製作プロジェクトがクラウドファ
ンディングを成功させ販売開始。」︓https://www.value-press.com/pressrelease/184698

新商品の「ヌヌコだらけ」も同じコンセプトで、⼦供でもすぐに覚えられるシンプルなルールに「ヌヌコ⽇和」の⼦猫キャラ「ヌヌコ」の可愛い姿が満載でテーブルの上
は、まさに「ヌヌコだらけ」︕絵やマークの組み合わせで8歳以上の⼦どもや友だち、家族など2〜4⼈で遊べるゲームを開発しました。

▼「ヌヌコ⽇和」公式ウェブサイト︓http://ryos-w.com/nunuko/

▼「ヌヌコ⽇和」がクラウドファンディングを成功︓https://camp-fire.jp/projects/view/11103

■『ヌヌコだらけ』はこんな感じ

ヌヌコを揃えてヌヌコを作る
ヌヌコで邪魔してヌヌコで勝負︕
アイテムカード
役カード
特殊カード
ぜーんぶ違うヌヌコ柄︕
アイテムを揃えて役を作ろう︕
ゲームに⾊どりを加える特殊カードも加わって
まさに「ヌヌコ」だらけなカードゲームです︕

「ヌヌコだらけ」は、シンプルなルールに加え特徴や魅⼒のあるゲームです。
1ゲームの所要時間は約15分。実際に⼿を動かして互いにコミュニケーションをとりながら楽しく遊べるボードゲームには⼦どもの知育にも最適です。

■CLUB BLACKは今後も⼦供や⼥性など多くの⼈に楽しんでいただけるボードゲームの提供を⽬指し、「ヌヌコ⽇和」をはじめ、さまざまな可愛いキャラクターとのコラボ
を企画していきたいと考えています。

■CLUB BLACK「ヌヌコだらけ」商品概要

商品名︓ヌヌコだらけ
内容︓ “ヌヌコ⽇和”キャラクターによるカードを使ったボードゲーム
価格︓980円（税抜）
紹介・販売ページ︓http://www.club-black.net/product/

【CLUB BLACK（クラブ ブラック）について】

代表者︓ Toshiya
URL︓http://www.club-black.net/
事業内容︓ボードゲーム、アナログカードゲームの開発・販売

Latest

「すべての夢追⼈へ。」Heavenly Laneが夢を追いかけるすべての⼈に向けた楽曲「Vanilla」のMVが解禁 2021年5⽉8⽇
会社設⽴のお知らせ 2021年5⽉8⽇
『今⽇からできる床ずれ予防〜⾃宅療養に必要な床ずれ予防の基礎知識〜』第43回無料オンライン公開医学講座 2021年5⽉8⽇
ハウステンボスのテーマパーク全体を紹介するスマホ⾳声ガイド「⾳声ガイドで楽しむHUIS TEN BOSCH」を開発し、5/8（⼟）から
サービスを開始 2021年5⽉8⽇
【3ヶ⽉定期便︓朝⾷編】プロアスリートに⾷⽣活を提案するフードトレーナー・みとまりのパーソナル・カルテと朝⾷セットが発
売︕ 2021年5⽉7⽇
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東海三県の求職者と⼈材不⾜に悩む従業員100名以下の中⼩企業・個⼈事業主 をつなぎ“地域に根ざす”を⽬指すジョブマッチングサー
ビス「Local JOB東海（ローカルジョブ）」、無料求⼈掲載受付を開始 2021年5⽉7⽇
SOVIE DECOより、ずっと使える『本⾰製の猫じゃらし』新発売 2021年5⽉7⽇
脱炭素へ１６年の取組と今後の推進活動について 〜「COOL CHOICE」に賛同し、CO2削減・地球温暖化対策に努めることを宣⾔しま
す〜 2021年5⽉7⽇
新感覚ケータリングプラン「イデアル」誕⽣‼ 2021年5⽉7⽇
プログラマーアイドル「電脳カプセル」新メンバー募集開始︕のお知らせ 2021年5⽉7⽇
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