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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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札幌で⾏われるボードゲームイベント『北海道ボドゲ博』で⾕⼝亮⽒と
のコラボ商品第三弾『ぬぬころりん︕』を発売します
CLUB BLACKのプレスリリース
2019年 06⽉ 28⽇

ボードゲームの販売イベント『北海道ボドゲ博1.0』にて、北海道に拠
点を置くボードゲームメーカーの CLUB BLACK（クラブ ブラック）
は、著名なイラストレーターである⾕⼝亮⽒とのコラボ商品第三弾『ぬ
ぬころりん︕』を会場にて先⾏発売いたします。また、会場での購⼊特
典として『ぬぬころりん×北海道ボドゲ博 特製コースター』をプレゼン
トいたします。

「電源を使⽤しない」「実際にテーブルを囲んで遊ぶ」「コミュニケー
ションが円滑になる」などの⾯が注⽬を集め、⼤きな流⾏となりつつあ
るボードゲーム。

ボードゲーム市場は急成⻑を遂げており、ここ10年で市場規模は5倍以
上と⾔われています。2019年5⽉に東京で⾏われたボードゲームの販売イベント『ゲームマーケット2019春』には、
2⽇間で延べ2万5,000⼈の来場者が集まるなど、トレンドのひとつになってきました。
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商品・サービス

ゲーム・ホビー

2019年 06⽉ 28⽇

ボードゲーム  CLUB BLACK  ヌヌコ⽇和  ⾕⼝亮  北海道ボドゲ博

しかし、ボードゲームイベントの多くは⾸都圏で⾏われている為、地⽅では「興味はあるけど触れる機会が少ない」という現状があります。そんな中、ボードゲームの販売
イベント『北海道ボドゲ博1.0』が2019年7⽉13⽇（⼟）にさっぽろテレビ塔にて開催されます。

この『北海道ボドゲ博1.0』には⼤きな意義があると考え、CLUB BLACKはこのイベントに合わせて新作であり、⾕⼝亮⽒とのコラボ商品第三弾『ぬぬころりん︕』を先⾏
販売することに致しました。また、会場での購⼊特典として『ぬぬころりん︕×北海道ボドゲ博 特製コースター』もご⽤意しております（数に限りがありますので、なくな
り次第終了となります）。

『ぬぬころりん︕』は⾕⼝亮⽒が2007年から育てきたコンテンツ『ヌヌコ⽇和』のキャラクターが登場するボードゲームで、イラストは全て今回の為に書き下ろされたもの
を使⽤。ゲーム内容は⼦供でも遊べる簡単なルールながら戦略性のあるものとなっています。

CLUB BLACKでは「簡単なルールでありながら戦略性がある」「⼦供や⼥性も⼿に取りやすい可愛いキャラクター」の⼆つを柱に制作を⾏っており、⾕⼝亮⽒の描くキャラ
クターはこの理念に合致するものでした。

『ぬぬころりん︕』には、⽇本猫を題材に⾕⼝亮⽒が2007年から育てきた『ヌヌコ⽇和』というコンテンツのキャラクターが多数登場しています。『ヌヌコ⽇和』はこれま
で、

・キャラクタープレゼンサイト｢キャラプレ｣内 第3回まったりなネココンテストで⼈気投票1位を獲得
・unimo×キャラプレ キャラクターオーディションで総投票数2,000以上のうち800票以上で1位を獲得
・unimoにてヌヌコ⽇和着せ替え携帯配信で⽉間DL数No.1を獲得

などの様々な実績があり、2016年には【ヌヌコ⽇和のソフトビニールフィギュアを制作して、台湾で⾏われるおもちゃの祭典 TTF（台湾トイフェスティバル）に出展した
い】というクラウドファンディングを実施し、1ヶ⽉という短い期間ながら599,000円の資⾦を集めることにも成功しています。

CLUB BLACKでは⾕⼝亮⽒とのコラボ商品として、同じく『ヌヌコ⽇和』のキャラクターが登場するボードゲーム『ヌヌコだらけ』を2018年2⽉22⽇に、テーブルに広げて
ゲームを遊びやすくするプレイマット『ヌヌコだらけプレイマット』を2018年5⽉1⽇に発売してきました。

これまでのコラボ商品は「⾕⼝亮⽒が今までに書いたイラストをゲームに転⽤する」というものでしたが、今回の『ぬぬころりん︕』のイラストは特別に全て書き下ろして
頂いています。

■『ぬぬころりん︕』商品概要
対象年齢︓８歳〜
所要時間︓１５分〜
価格︓1280円（税抜）
紹介ページ︓https://www.club-black.net/product/

2019年7⽉13⽇以降、『ぬぬころりん︕』は当社ホームページにて販売する予定です。
会場に来られない⽅は、こちらでお買い求めください。

販売ページ︓https://www.club-black.net/shop/html/

■北海道ボドゲ博1.0

⽇時︓2019年7⽉13⽇(⼟) 13:30〜17:30
会場︓さっぽろテレビ塔 北海道札幌市中央区⼤通⻄1丁⽬
URL︓https://psykorokinesis.wixsite.com/hokbdgexpo

■⾕⼝亮

⾕⼝亮 公式サイト︓http://ryos-w.com
ヌヌコ⽇和︓http://ryos-w.com/nunuko/

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

http://pressrelease-zero.jp/archives/releasegenre/%e5%95%86%e5%93%81%e3%83%bb%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9
http://pressrelease-zero.jp/archives/category/%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%bb%e3%83%9b%e3%83%93%e3%83%bc
http://pressrelease-zero.jp/archives/tag/%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0
http://pressrelease-zero.jp/archives/tag/CLUB+BLACK
http://pressrelease-zero.jp/archives/tag/%E3%83%8C%E3%83%8C%E3%82%B3%E6%97%A5%E5%92%8C
http://pressrelease-zero.jp/archives/tag/%E8%B0%B7%E5%8F%A3%E4%BA%AE
http://pressrelease-zero.jp/archives/tag/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E3%83%9C%E3%83%89%E3%82%B2%E5%8D%9A
https://www.club-black.net/product/
https://www.club-black.net/shop/html/
https://psykorokinesis.wixsite.com/hokbdgexpo
http://ryos-w.com/
http://ryos-w.com/nunuko/
http://pressrelease-zero.jp/archives/169375
http://pressrelease-zero.jp/archives/169371
http://pressrelease-zero.jp/archives/169296
http://pressrelease-zero.jp/archives/169220


【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
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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