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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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⾕⼝亮キャラクターデザインのアナログゲーム「ヌヌコむすび」のクラ
ウドファンディングを開始します
CLUB BLACKのプレスリリース
2021年 05⽉ 01⽇

ボードゲームメーカー 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四弾『ヌヌコむすび』
のクラウドファンディングを開始いたしました。【ゲーム+⾕⼝亮⽒に
よる直筆イラスト＆サイン⾊紙】など、豪華なリターンも⽤意しており
ます。
コロナ渦でおうち時間が多くなる中、ボードゲームの魅⼒は⼤きく⾒直
されました。外に出かけなくても、家の中で家族⼀緒に楽しめるボード
ゲームが、私共のクラウドファンディングをきっかけに知ってもらえれ
ばと考えております。

「楽しいをいつも」「⾯⽩いをいくつも」をキャッチフレーズに、私共
はアナログゲームを⼤⼈から⼦供まで、幅広い世代に遊んでほしいと願
いながら制作を続けております。私共のアナログゲームが、家族で過ごす時間を作り、親⼦の思い出が増える⼿助け
になりましたら、それ以上に嬉しい事はありません。
それを実現させるには「愛されキャラ」、「シンプルなルール」、「親しみやすいゲーム」である必要があると考え
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商品・サービス

ゲーム・ホビー

2021年 05⽉ 01⽇

ボードゲーム  CLUB BLACK  ヌヌコ⽇和  ⾕⼝亮  おうち時間

ています。⾕⼝亮⽒の描くキャラクターは、「愛されキャラ」「親しみやすいゲーム」という理念に、⾮常にフィットするものであり、これまでにも多くのコラボ商品を発
表して参りました。

▼⾕⼝亮

1974年⽣まれ。福岡市出⾝のキャラクターデザイナー。世界的スポーツ⼤会のマスコットに⾃⾝のデザインが採⽤され、⽇本でも⼀躍有名に。メディアへの露出も多く、近
年では「⽇本キャラクター⼤賞2021」のニューフェイス賞を受賞したクマーバをデザインするなど、いま最も注⽬されるデザイナーのひとり。
『ヌヌコむすび』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であるヌヌコが多数登場します。『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、599,000円の資⾦を集めることにも成功しています。

■ゲームのルールに合わせて書き下ろしのイラストを使⽤

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、サイコロとカードの組み合わせが楽しい『ぬぬころりん︕』を2019年7⽉13⽇に
発売してきました。
『ぬぬころりん︕』のイラストは全て描き下ろしで制作し、⼤変ご好評をいただきました。今回の『ヌヌコむすび』でも描き下ろしのイラストを使⽤しておりますので、フ
ァンアイテムとして満⾜いただける内容になっています。

■クラウドファンディング 実施スケジュール
5⽉01⽇ クラウドファンディング開始
6⽉04⽇ クラウドファンディング終了
6⽉下旬 リターン発送

■『ヌヌコむすび』クラウドファンディングページ
https://camp-fire.jp/projects/view/393873

▼企画・製作
CLUB BLACK
http://www.club-black.net/

▼イラスト
⾕⼝亮（ヌヌコ⽇和シリーズ）
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
【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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