
業種 >>
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

【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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⾕⼝亮⽒とのコラボ商品『ヌヌコだらけ』が当たる︕ ゲームメーカー
CLUB BLACKが北海道150年記念事業の⼀環としてTwitterキャンペー
ンを開催します
CLUB BLACKのプレスリリース
2018年 08⽉ 01⽇

ボードゲーム・カードゲームメーカーの CLUB BLACK（クラブ ブラッ
ク）が、北海道150年記念事業の⼀環としてTwitterでプレゼントキャ
ンペーンを開催します。抽選で15名様に、世界的な⼤会でマスコット
のデザインが採⽤されている⾕⼝亮⽒とのコラボ商品『ヌヌコだらけ』
をプレゼントいたします。

2018年、北海道は命名150周年を迎えました。北海道全体でこのマイ
ルストーン(節⽬の年)を祝うとともに、希望ある151年⽬を迎える為に
『北海道150年事業』がスタートしています。

様々な企業や団体が記念事業を展開しており、当社も北海道の企業とし
て「新しい北海道を⾃分達の⼒で創っていく」「誇るべき価値を共有し
国内外に発信する」という理念を少しでも実現するべく、このたび記念事業の第⼀弾としてTwitterでプレゼントキャ
ンペーンを実施する運びとなりました。
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商品・サービス

ゲーム・ホビー

2018年 08⽉ 01⽇

ボードゲーム  CLUB BLACK  ヌヌコ⽇和  ⾕⼝亮  北海道150年

▼⾕⼝亮⽒とのコラボ商品『ヌヌコだらけ』を抽選で15名様に

当社では「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、2018年2⽉22⽇には⾕⼝亮⽒の
キャラクター『ヌヌコ⽇和』を使ったカードゲーム『ヌヌコだらけ』を発売しました。

今回は、この『ヌヌコだらけ』を抽選で15名の⽅にプレゼントいたします。
 『ヌヌコ⽇和』は⽇本猫を題材にしたキャラクターで、⾕⼝亮⽒が2007年から育てきたコンテンツです。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成功しています。

そんな『ヌヌコ⽇和』とコラボした『ヌヌコだらけ』は、可愛いヌヌコのイラストを36種類も使⽤したヌヌコを存分に楽しむことが出来きるゲームです（カード総数は71
枚）。

▼応募資格・応募条件

・⽇本国内にお住まいの⽅
・有効なe-mailアドレスをお持ちの⽅

▼応募⽅法

1.公式Twitterアカウント「@clubblackTweet」をフォローしてください。
 2.公式Twitterアカウントから下記キャンペーン期間中に投稿される応募⽤の投稿をリツイートしてください。

 3.上記で応募は完了となります。

※公式FaceBookアカウントの指定の投稿に「いいね」をすると当選確率があがります。
 「いいね」したFaceBookアカウント名を、フォローしたTwitterアカウントから公式TwitterアカウントにDMして下さい。確認が取れましたら応募１⼝分をアカウントに追

加します。

▼応募期間

8⽉8⽇(⽔) 12︓00(正午) から 9⽉15⽇(⼟) 12︓00(正午)
 ※上記期間内にされたリツイートが応募対象です。

□SNS URL
 https://twitter.com/clubblackTweet

 https://www.facebook.com/clubblackBook/

□キャンペーン詳細ページ
https://www.club-black.net/campaign/

■『ヌヌコだらけ』商品概要
対象年齢︓8才〜

 所要時間︓15分
 紹介・販売ページ︓http://www.club-black.net/product/

■制作関係者URL
 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
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『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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