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ドコモスゴ得向けスマートフォンサイト「ゆるキャラ®グランプリ for スゴ得」の
「ゆるキャラ®グランプリ 2017 キャンペーン」開始のお知らせ
株式会社エムアップ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤宏一郎）は、株式会社 NTT ドコモ（以
下、ドコモ）が提供する「スゴ得コンテンツ®（以下、スゴ得）」向けのスマートフォンサイト「ゆるキャ
ラ®グランプリ for スゴ得」を中心とし、「ｄポイント」も含めたドコモサービスにて、今年の 8 月 1 日
より投票を開始し 11 月 19 日にグランプリが発表される日本最大級のコンテストイベント「ゆるキャラ®グ
ランプリ 2017」の開催に合わせ、豪華プレゼントが当たる「ゆるキャラ®グランプリ 2017 キャンペーン」
を本日より実施いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
スゴ得コンテンツ®は、人気に応じた収益の計上が期待できるため、本キャンペーンを通して注目および
プレゼント応募者を集め、様々な露出を行い、さらなるユーザーの獲得とランキング上位を目指し、継続
的にイベント等と連動したコンテンツを投入してまいります。
記

■本キャンペーンについて
本キャンペーンは、「ゆるキャラ®グランプリ 2017」の開催を記念したものとなっており、ご当地にち
なんだ豪華なプレゼントが抽選で当たるプレゼント施策を展開いたします。また、ゆるフェスト（※マニ
フェスト×ゆるキャラの造語）を掲げ、グランプリに向けた熱い思いを表現していただく政見放送や、ゆ
るキャラ®の公式企画としては初の試みの擬人化コンテンツの配信など、本キャンペーンのために新たに制
作した話題性のある各種コンテンツも展開いたします。
さらに、グランプリを発表する三重で行われるリアルイベント「ゆるキャラ®グランプリ 2017 in 三重桑
名・ナガシマリゾート」においても、来場者に向けてオンラインだけではなく、ゆるキャラサンバイザー
配布や、これまでの歴代グランプリキャラ（計 12 キャラ）と写真が撮れる撮影会など、オフラインでのキ
ャンペーンを実施し「ゆるキャラ®グランプリ 2017」を盛り上げるとともに、NTT ドコモの各種サービスの
認知度向上や、当社運営サイトの利用促進を図ります。

■本キャンペーンの概要
【キャンペーン名】
「ゆるキャラ®グランプリ 2017 キャンペーン」
【キャンペーン実施期間】
2017 年 10 月 23 日 11：00～11 月 20 日 10：59
【キャンペーン用 URL】
https://www.dcm-b.jp/cs/cpsite.html?url=https://sugotoku-yurugp.secureserv.jp/campaign/present
_2017/
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【スゴ得コンテンツ内 キャンペーン内容】
■通常プレゼント商品(三重県名産品・ゆるキャラグッズ)
■d ポイント使用応募対象商品

★コンセプト
スゴ得会員なら誰でも応募できるプレゼントキャンペーン
★プレゼント詳細
【A コース】三重県名産品（各 15 名）
・あおさ入り伊勢海老汁
・海幸炊き込みご飯 伊勢真鯛
・はまぐりのお吸い物
・松坂牛ビーフカレー
・松坂牛しぐれ煮
【B コース】選べるゆるキャラグッズ（各 30 名）
・オリジナルデザイントートバッグ
・オリジナルデザイン手ぬぐい
【C コース】ゆるキャラぬいぐるみ（各 6 名）
ふっかちゃん、さのまる、みきゃん、しまねっこ、ぐんまちゃん
【ｄポイント内 キャンペーン内容】
・桑名の玉手箱（極）
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【各コンテンツ キャンペーン内容】
■毎日ガチャ
賞品：ナガシマスパーランドチケット(10 組 20 名様)、ゆるキャラスタンプ・壁紙(全 20 種)
■ゆるキャラ擬人化コンテンツ
しんじょう君

ふっかちゃん

■スタンプ

※イメージ
★コンセプト
スゴ得会員なら誰でも楽しめるコンテンツ
★プレゼント詳細
【毎日 WEB ガチャ】
スゴ得会員であれば誰でもキャンペーン期間中 1 日 1 回、ページ上でガチャを引くことができ、スタンプ
デコメや壁紙を GET することができます。大当たり商品としまして、ナガシマスパーランドチケットをプ
レゼント致します。

【ゆるキャラ擬人化】
ふっかちゃん、しんじょう君、出世大名家康くんの 3 キャラを擬人化し、スタンプ・壁紙として配信致し
ます。
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【現地イベント

キャンペーン内容】

★コンセプト
ゆるキャラ®グランプリ 20170 in 三重桑名・ナガシマリゾート
日程
平成 29 年 11 月 18 日（土）・19 日（日）2 日間

9：00～16：00

会場
ナガシマリゾート駐車場内特設会場
入場料
大人
前売：500 円 当日：600 円
小中学生
前売：200 円 当日：300 円
※税込
※未就学児無料

★キャンペーン内容
ゆるキャラ®撮影会
歴代グランプリ（くまモン、バリィさん、さのまる、ぐんまちゃん、出世大名家康くん、しんじょう君）
しまねっこ（ゆるキャラ®グランプリ春の選抜 2016 優勝）、ふっかちゃん（ゆるキャラ®グランプリ 2014
2 位）みきゃん（ゆるキャラ®グランプリ 2015 2 位）、とち介（ゆるキャラチルドレン 2016 優勝）、うな
りくん、ちりゅっぴ 人気の計 12 キャラと撮影ができる。
ハズレ無し抽選会／当日スゴ得へ入会いただいた方対象
・ゆるキャラ®グランプリ for スゴ得 特製サンバイザー
・選べる ゆるキャラ® ぬいぐるみ（全 5 種）
（20cm ぬいぐるみ ふっかちゃん、さのまる、みきゃん、しまねっこ、ぐんまちゃん
・オリジナルデザイン BIG 缶バッジ（10cm）
・ナガシマスパーランド入場券
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5 体から選べる）

■ゆるキャラ®グランプリ 2017 について

「ゆるキャラ®グランプリ」は、インターネット投票による、グランプリ形式のイベントです。2011 年
グランプリは「くまモン（熊本県）」、2012 年グランプリは「バリィさん（愛媛県今治市）」、2013 年
グランプリは「さのまる（栃木県佐野市）」、2014 年は「ぐんまちゃん（群馬県）」、2015 年は「出世
大名家康くん（静岡県浜松市）」2016 年は「しんじょう君（高知県須崎市）」が輝いております。昨年 2016
年のグランプリ発表イベント・表彰式は、愛媛県松山市松山城跡公園で開催され、1,421 キャラのエント
リーと 約 4,100 万票の投票数を得て、非常に大きな盛り上がりを記録しました。「ゆるキャラ®グランプ
リ 2017」は平成 29 年 11 月 18 日（土）・19 日（日）の期間に、『ゆるキャラ®グランプリ 2017 in 三重桑
名・ナガシマリゾート』として三重県桑名市・ナガシマリゾートでイベントを開催し、表彰式を実施しま
す。
・「ゆるキャラ®グランプリ」オフィシャルウェブサイト URL
http://www.yurugp.jp/
■「スゴ得コンテンツ®」の概要
スゴ得コンテンツ®は、ニュース／天気、ゲーム／占い等の 14 ジャンル約 180 コンテンツやお得なクーポ
ンが月額 380 円（税別）で使い放題の、ドコモスマートフォン向けサービスです。
※本サービスはスゴ得コンテンツ®にご契約のお客様が、専用ページよりアクセスするとご利用することが
できます。
■配信サイトについて
・サイト名：「ゆるキャラ®グランプリ for スゴ得」
・料金体系： 無料 (スゴ得コンテンツへの会員登録が必要です）
・提供コンテンツ：しゃべってキャラ・マチキャラ・きせかえ・スタンプ・デコメ・壁紙等
・対応端末：Android OS2.3 以降（Android3.X、4.X を含む）、iOS7.0 以降のドコモ端末
・アクセス方法：下記の手順でアクセスしてください。
スゴ得コンテンツ®TOP＞カテゴリから探す＞キャラ/デコメ/スタンプ＞ゆるキャラ®
グランプリ for スゴ得
・サイト内容
ゆるキャラ®グランプリ公式サイト。しゃべってキャラ、マチキャラ、きせかえ、スタンプ、デコメ、壁
紙配信の他、ゆるキャラ®のニュースやイベントスケジュールをお知らせ致します。ゆるキャラ®グラン
プリ開催時には「ゆるキャラ®グランプリ for スゴ得」内でも投票が可能です。
・紹介ページ URL
http://www.yurugp.jp/special/sugotoku/

※参考情報
・株式会社エムアップ
本社
事業内容
URL

代表取締役 美藤宏一郎
東京都渋谷区渋谷三丁目 12 番 18 号
渋谷南東急ビル 10F
携帯コンテンツ配信事業、PC コンテンツ配信事業、e コマース事業
http://www.m-up.com/

・「ゆるキャラ」は(有)みうらじゅん事務所の登録商標です。
・その他、本リリースに記載されている商品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。
・サイトの閲覧、利用に際しては、別途パケット通信料が必要となります。
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社エムアップ
IR 担当 E-Mail ：ir-support@m-up.com
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