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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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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
グをスタート
CLUB BLACKのプレスリリース
2016年 08⽉ 31⽇

⼦供から⼤⼈まで、アナログゲームの魅⼒を伝える、CLUB BLACK
（所在地︓北海道札幌市）では、ボードゲーム『ハッピーハムスター』
第三弾の製作プロジェクトを、クラウドファンディングCAMPFIREにて
スタートいたしました。

▼「ハッピーハムスター」製作プロジェクト｜CAMPFIRE︓
https://camp-fire.jp/projects/view/4092

■アナログゲームの魅⼒を、もっとたくさんの⼈に知ってもらいたい

キュートなハムスターが活躍する『ハッピーハムスター』は、⼦供から
⼤⼈まで楽しめるアナログカードゲーム・シリーズです。
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商品・サービス

ゲーム・ホビー

2016年 08⽉ 31⽇

ゲーム  クラウドファンディング  ハッピーハムスター  CLUB BLACK
クラブブラック

ゲームは、スキルカードや⽬的カードを戦略的に組み合わせて、ゴールを達成するのが⽬的。これまでに、第⼀弾「ケージの中の⼤冒険」、第⼆弾「ダイエット⼤作戦」を
リリースしてまいりました。

このたび、クラウドファンディングでの資⾦調達を⽬指しているのは、現在開発中の、第三弾「想いは届くよ⼤丈夫」です。従来通りのシンプルなルールと可愛いイラスト
はそのままに、"飼い主に⾃分の想いを伝える" という、ハムスターの新しい冒険が始まります。

対象年齢は 8才から、2⼈〜4⼈で遊べるデッキ構成で開発しています。また、1ゲームの所要時間は約15分程度なので、お昼休みなどのちょっとした空き時間にプレイが可
能。ご家族やお友達同⼠など、プレイヤーが集まればすぐにゲームがスタートできます。

■⼿を動かし会話しながら、判断⼒や記憶⼒を向上

コレクターズアイテムとしても⼈気の「マジック︓ザ・ギャザリング」や、⼼理ゲームとしても楽しめる「⼈狼」シリーズなど、世界各国でカードを使ったボードゲームが
リリースされていますが、その多くはルールやコンポーネントが複雑化する傾向にあります。

⼗分なデッキをそろえないと参戦が難しかったり、ルールを覚えるまでに時間が必要であったりと、初⼼者がプレイを開始するまでには、時間・費⽤ともにコストがかかり
がちです。

そのような中で『ハッピーハムスター』シリーズは、⼦供でもすぐに覚えられるシンプルなルールと、可愛いキャラクターが特徴的。カードとダイスだけの構成で、年齢や
性別を問うことなく、みんなですぐにルールを覚えて遊べるボードゲームを⽬指しました。

世界で遊び継がれているアナログゲームには、デジタルには無い魅⼒があります。スマートフォンの⼩さな画⾯を独りで⾒つめて遊ぶよりも、⼿を動かし、会話しながら遊
ぶスタイルは、⼦供の知育にも最適。恋⼈や家族の間でも、ゲームを通じて会話することで、相⼿の新しい⼀⾯が⾒つかるかも知れません。

■クラウドファンディングでは、ポストカードやメモ帳など新アイテムも

私たち「CLUB BLACK（クラブ ブラック）」は、世代を超えてアナログゲームに興味を持ってもらい、ボードゲームをもっと⾝近にプレイしてもらいたい。という願いから
スタートしました。

今回のクラウドファンディングでは、ご⽀援していただいた⽅々のためにシリーズ共通のイラストが描かれた「ポストカード」や「メモ帳」、「コースター」などをご⽤意
しました。いつもとは違うアイテムで、『ハッピーハムスター』の世界観をより⼀層楽しんでいただければと存じます。

また、「CLUB BLACK」では、第三弾のリリースのほかにも続々と新しいボードゲームを企画開発中です。これからもシンプルなルールと愛されるキャラクターで、アナロ
グゲームの魅⼒を広げてまいります。

【CLUB BLACK（クラブ ブラック）について】
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と販売

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
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

業種別カテゴリ

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%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0
http://pressrelease-zero.jp/archives/tag/%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%89%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0
http://pressrelease-zero.jp/archives/tag/%E3%83%8F%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%8F%E3%83%A0%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC
http://pressrelease-zero.jp/archives/tag/CLUB+BLACK
http://pressrelease-zero.jp/archives/tag/%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF
http://www.club-black.net/
http://pressrelease-zero.jp/archives/169375
http://pressrelease-zero.jp/archives/169371
http://pressrelease-zero.jp/archives/169296
http://pressrelease-zero.jp/archives/169220
http://pressrelease-zero.jp/archives/169356
http://pressrelease-zero.jp/archives/169354
http://pressrelease-zero.jp/archives/169350
http://pressrelease-zero.jp/archives/169346
http://pressrelease-zero.jp/archives/169344
http://pressrelease-zero.jp/archives/169342


ＩＴ・通信[コンシューマ]
ＩＴ・通信[エンタープライズ]
流通
芸能
スポーツ
映画・⾳楽
出版・アート・カルチャー
ゲーム・ホビー
デジタル製品・家電
インテリア・雑貨
⾃動⾞・バイク
ファッション
⾷品・飲料
美容・医療・健康
コンサルティング・シンクタンク
⾦融
広告・マーケティング
教育・資格・⼈材
ホテル・レジャー
建設・住宅・空間デザイン
素材・化学・エネルギー・運輸
⾃然・環境
その他

⽉別掲載数

⽉を選択

レコメンドサイト

PR TIMES.com
PRカレンダー
Web接客も無料のTayori
お問い合わせフォームも無料のTayori
ガントチャートツールもJooto
クリッピングならWebクリッピング
スタートアップ向けプレスリリース無料配信
フォーム作成も無料のTayori
プロジェクト管理ツールのJooto
リリース配信をPR TIMESで
国内外の広告・PRデータベースならAdGang
無料占いもisuta
無料恋愛占いもisuta

お知らせ

HOME  ご利⽤案内  リリース投稿申込  リリース受信申込  お問い合わせ  利⽤規約  プライバシーポリシー

http://pressrelease-zero.jp/archives/category/%ef%bc%a9%ef%bc%b4%e3%83%bb%e9%80%9a%e4%bf%a1%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%9e
http://pressrelease-zero.jp/archives/category/%ef%bc%a9%ef%bc%b4%e3%83%bb%e9%80%9a%e4%bf%a1%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%ba
http://pressrelease-zero.jp/archives/category/%e6%b5%81%e9%80%9a
http://pressrelease-zero.jp/archives/category/%e8%8a%b8%e8%83%bd
http://pressrelease-zero.jp/archives/category/%e3%82%b9%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%84
http://pressrelease-zero.jp/archives/category/%e6%98%a0%e7%94%bb%e3%83%bb%e9%9f%b3%e6%a5%bd
http://pressrelease-zero.jp/archives/category/%e5%87%ba%e7%89%88%e3%83%bb%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%bb%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%bc
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/category/%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e8%a3%bd%e5%93%81%e3%83%bb%e5%ae%b6%e9%9b%bb
http://pressrelease-zero.jp/archives/category/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%bb%e9%9b%91%e8%b2%a8
http://pressrelease-zero.jp/archives/category/%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb%8a%e3%83%bb%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%af
http://pressrelease-zero.jp/archives/category/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3
http://pressrelease-zero.jp/archives/category/%e9%a3%9f%e5%93%81%e3%83%bb%e9%a3%b2%e6%96%99
http://pressrelease-zero.jp/archives/category/%e7%be%8e%e5%ae%b9%e3%83%bb%e5%8c%bb%e7%99%82%e3%83%bb%e5%81%a5%e5%ba%b7
http://pressrelease-zero.jp/archives/category/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%ab%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%bb%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%af%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%82%af
http://pressrelease-zero.jp/archives/category/%e9%87%91%e8%9e%8d
http://pressrelease-zero.jp/archives/category/%e5%ba%83%e5%91%8a%e3%83%bb%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0
http://pressrelease-zero.jp/archives/category/%e6%95%99%e8%82%b2%e3%83%bb%e8%b3%87%e6%a0%bc%e3%83%bb%e4%ba%ba%e6%9d%90
http://pressrelease-zero.jp/archives/category/%e3%83%9b%e3%83%86%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%ac%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%bc
http://pressrelease-zero.jp/archives/category/%e5%bb%ba%e8%a8%ad%e3%83%bb%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%83%bb%e7%a9%ba%e9%96%93%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3
http://pressrelease-zero.jp/archives/category/%e7%b4%a0%e6%9d%90%e3%83%bb%e5%8c%96%e5%ad%a6%e3%83%bb%e3%82%a8%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%ae%e3%83%bc%e3%83%bb%e9%81%8b%e8%bc%b8
http://pressrelease-zero.jp/archives/category/%e8%87%aa%e7%84%b6%e3%83%bb%e7%92%b0%e5%a2%83
http://pressrelease-zero.jp/archives/category/%e3%81%9d%e3%81%ae%e4%bb%96
https://prtimes.com/
https://prcalendar.jp/
https://tayori.com/feature/chat
https://tayori.com/feature/form/inquiryform
https://www.jooto.com/ganttchart/
https://webclipping.jp/
https://prtimes.jp/startup_free/
https://tayori.com/feature/form
https://www.jooto.com/
https://prtimes.jp/
http://adgang.jp/
https://isuta.jp/horoscope
https://isuta.jp/lovefortune
http://pressrelease-zero.jp/
http://pressrelease-zero.jp/about
http://pressrelease-zero.jp/contribute
http://pressrelease-zero.jp/receive
http://pressrelease-zero.jp/contact
http://pressrelease-zero.jp/law
http://pressrelease-zero.jp/privacy

