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イオンマーケティング株式会社 

 

ガンホーのスマートフォン向けアクションパズル RPG『ケリ姫スイーツ』 

2014年 1月 17日（金）よりミニストップおよびイオンマーケティングとの 

コラボレーションを開催！ 
 

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO 森下一喜、以下ガ

ンホー)と、国内2,221店舗、海外2,395店舗※１のコンビニエンスストア「ミニストップ」を展開するミニストップ株式会社（本部

：千葉県千葉市、代表取締役社長 宮下直行、以下ミニストップ）、およびイオンGMS店舗にて展開している「イオンスクエ

アかざすサービス」（http://www.aeonmarketing.co.jp/custanet/index.php） ※2を運営するイオンマーケティング株式会社

（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長 前川渉、以下イオンマーケティング）は、累計700万ダウンロード※3を突破したア

クションパズルRPG『ケリ姫スイーツ』（http://www.gungho.jp/kps） において、2014年1月17日（金）より2014年1月31日（金

）までの期間、コラボレーション企画を実施いたします。 

 

 この度のコラボレーションでは『ケリ姫スイーツ』のゲーム内で出現する「宝船」にて様々なコラボレーション仕様を盛り込

むとともに、ミニストップ店舗において、ゲーム内に出てくるスイーツをイメージしたドーナツを期間限定で発売いたします。 

 

■コラボ限定宝船『ミニストップ宝船』登場！ 

実施期間：2014年 1月 17日(金)メンテナンス後～2014年 1月 31日(金)10:59 

 

『ケリ姫スイーツ』では、「宝船」が帆にミニストップのロゴやイオンマーケティングの「カスタネット」※4 ロゴをあしらって登

場します。 通常の「宝船」に積んでいる「王冠」がミニストップの看板商品「ソフトクリーム」に変わり、兵士が獲得すると巨

大化する「チョコドーナツ」がピンク色の「いちごチョコドーナツ」となって登場いたします。 

 

 また、姫一行の行く手を阻むキャラクターとして、ミニストップの公式キャラクター「ミミップくん」が「宝船」に乗船して登場

します。姫を操作し、ミミップくんを倒すことで、コラボレーション限定アイテムの「ミミップくんドレス」などを手に入れることが

できます。 

 

■コラボ限定ドレスをプレゼント！ 

実施期間：2014年 1月 17日(金)メンテナンス後～2014年 1月 31日(金)10:59 

 

ミニストップが提供する「ミニストップお得なケータイサイト」やイオンマーケティングが提供する「イオンスクエアかざすサ

ービス」に会員登録することで、『ケリ姫スイーツ』のゲーム内で使用できる「ミニストップ制服」や「ソフトクリームドレス」など、

コラボレーション限定アイテムを手に入れることができます。なお、すでに会員の皆様は、会員専用ページよりコラボレー

ション限定アイテムを入手することができます。 

※コラボ限定アイテムは、2014年1月17日（金）の『ケリ姫スイーツ』メンテナンス後より入手できるようになります。 

 

■コラボドーナツがミニストップで販売！ 

実施期間：2014年 1月 21日（火）～在庫なくなり次第販売終了 

 

2014年1月21日（火）より全国のミニストップにて、『ケリ姫スイーツ』とのコラボレーション商品を発売いたします。『ケリ姫

スイーツ』でお馴染みの「ドーナツ」を再現した「チョコドーナツ」と姫の衣装や雰囲気を連想させるピンクに彩られた「いち

ごチョコドーナツ」の2品です。それぞれ姫と兵士達、そしてミミップくんが描かれた、オリジナルデザインのパッケージとな

っています。 

http://www.aeonmarketing.co.jp/custanet/index.php
http://www.gungho.jp/kps


 本コラボレーションにおいては、「ミニストップお得なケータイサイト」や「イオンスクエアかざすサービス」にて、『ケリ姫スイ

ーツ』特設サイト（http://mb.custanet.com/custanet/cp/KerihimeCollabo.htm） が開設されるだけではなく、ミニストップ

店頭に展開予定の『ケリ姫スイーツ』とのコラボレーションポスターやイオンチャンネル※5でのコラボレーションCMの放映な

ど、モバイルサイト内にとらわれないコラボレーション告知を実施して参ります。 

  

 是非、この機会に「ミニストップお得なケータイサイト」や「イオンスクエアかざすサービス」の入会特典であるコラボレーシ

ョン限定ドレスやゲームに登場するコラボ限定宝船、そしてミニストップで販売するコラボドーナツをお楽しみください。 

 

 引き続きミニストップ、イオンマーケティングそしてガンホーは、皆さまに「楽しさ」の提供とモバイル事業の発展に尽力し

てまいります。ミニストップ、イオンマーケティングおよびガンホーの今後の展開に、どうぞご期待ください。 

 

※1：2013年12月現在。※2：イオンGMS店舗の直営売り場にてご利用いただけるモバイル会員向け割引クーポン、スタンプサービスです 

※3：「App Store」および「Google Play」の累計ダウンロード数です。※4：イオンマーケティング（株）が運営する会員組織の総称です。  

※5：全国１６１店舗のイオンにて展開されるイオン食品レジ＋食品レジ付近店内に設置された３２型モニターを通じて広告を放映するイオングループ運営のサイネージメディアです。 

 

【参考画像】 

 

ゲーム画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      【エリアに出現するコラボ宝船】              【コラボ宝船には「ミミップくん」が登場】             【コラボ限定ドレスやアイテムも登場】 

 

 

コラボレーションサイト          ミニストップお得なケータイサイト         イオンスクエアかざすサービスサイト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※画面はイメージです 
※画面はイメージです 

※画面はイメージです 

http://mb.custanet.com/custanet/cp/KerihimeCollabo.htm


【コラボレーション商品「ドーナツ」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【『ケリ姫スイーツ』について】 

タイトル：ケリ姫スイーツ 

ジャンル：アクションパズルRPG 

提供カテゴリ：App Store 「ゲーム」 > 「アクション」または「パズル」 

：Google Play 「ゲーム」 > 「アクション&アーケード」 

対応機種：iOS4.3以降の対応機種 

：Android OS 2.2以降の対応機種  

公式サイト：http://www.gungho.jp/kps/ 

特徴：簡単なアクションとパズルゲームのような戦略性でモンスターを倒す、 

ステージクリア型のアクションパズルRPGです。 

武器や防具に経験値を溜めたり、数多くの武器や「姫」の衣装を場面により変えたりして、 

キャラクターを成長させながらステージを進みましょう。 

アプリダウンロード先URL： 

App Store  ： http://itunes.apple.com/jp/app/id547197684 

Google Play ： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.gungho.kerihimequest2 

コピーライト表記：(C)GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. 

提供開始日iOS版：2012年11月26日（月） 

Android™版：2012年11月19日（月） 

Android™およびGoogle Playは、Google Inc. の商標、または登録商標です。 

キャンペーン特設サイト： 

http://www.gungho.jp/kps/event/140116ministop.html 

キャンペーン実施期間： 

2014年1月17日（金）メンテナンス後 ～ 2014年1月31日（金）10:59 

※コラボレーション限定アイテムは上記期間内のみ入手が可能です。 

 

 

【『ミニストップお得なケータイサイト』について】 

ミニストップのお得な情報が届く、会員サイトです。 

会員登録いただいた方に対し、キャンペーン情報やＷＡＯポン！値引き情報をメールマガジンでお届けします。 

※ＷＡＯポン!とは 

会員情報に登録いただいたWAONでお支払いただくだけで、自動でクーポンが適用されるサービスです。 

サイトURL：http://ministop.aeon-m.jp 

対応機種：docomo、au、Softbankの携帯機種及びiOS(iPhone)、AndroidOSのスマートフォン 

     ※Windows Phone、BlackBerry端末、タブレット端末、海外のみ販売端末には非対応です 

会員数：約130万人(2013年12月現在) 

■ 商品名  ： ケリ姫スイーツ  

         チョコドーナツ 

■ 価格   ： 105円（税込み） 

■ 発売日  ： 2014年 1月 21日（火） 

■ 発売地区： 全国のミニストップ 

「ケリ姫スイーツ」でおなじみのチョコドーナツをイメ

ージした一品です。サクサクした食感のドーナツにミル

クチョコをかけ、カラフルな砂糖をトッピングした、目

も華やかなドーナツです。 

■商品名   ：ケリ姫スイーツ  

いちごチョコドーナツ 

■ 価格    : 105円（税込み） 

■ 発売日   : 2014年 1月 21日（火） 

■ 発売地区 : 全国のミニストップ 

今回のコラボレーション「宝船」に限定で出現するいち

ごドーナツをイメージした一品です。サクサクした食感

のドーナツにいちご風味チョコをかけ、カラフルな砂糖

をトッピングした、見た目も華やかなドーナツです。 

http://itunes.apple.com/jp/app/id547197684
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.gungho.kerihimequest2
http://www.gungho.jp/kps/event/140116ministop.html
http://ministop.aeon-m.jp/


【『イオンスクエアかざすサービス』について】 

スマートフォン・おサイフケータイを使ってイオンGMS店舗（※）にて使えるクーポンを取得、利用できる 

サービスです。会員登録とWAON番号登録で「WAONモバイルクーポン」を利用するか、おサイフケータイに 

会員証をダウンロードをすれば、あとはお買い物時に「WAONモバイルクーポン」をお渡しいただくか、おサイフケー 

タイをレジの端末にかざすだけで自動的にクーポン商品が割引されます。また、かざすスタンプをためて景品に応募 

したり、WAONポイントに交換できるサービスもご用意しています。 

サイトURL：http://mb.custanet.com/custanet/index.htm（スマートフォン・携帯電話用） 

対応機種：docomo、au、Softbankの携帯機種及びiOS(iPhone)、AndroidOSのスマートフォン※ 

※ご利用店舗・対応機種の詳細はサービスサイトにてご確認ください。 

※「おサイフケータイ」は株式会社NTTドコモの登録商標です。 

 

 

【ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社概要】 

会社名   ： ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 

英文社名  ： GungHo Online Entertainment, Inc. 

本社所在地  ： 東京都千代田区丸の内3丁目8番1号 

代表取締役社長 CEO ： 森下一喜 

資本金   ： 5, 338百万円（2013年9月末日現在） 

設立   ： 1998年7月1日 

URL                 ： /www.gungho.co.jp/" http://www.gungho.co.jp/ 

 

【ミニストップ株式会社概要】 

会社名   ： ミニストップ株式会社 

英文社名  ： MINISTOP Co., Ltd. 

本部所在地  ： 千葉県千葉市美浜区中瀬１－５－１ 

代表取締役社長  ： 宮下直行 

資本金   ： 74億9,153万3,000円(2013年8月末現在) 

設立   ： 1980年5月21日 

URL                 ： http://www.ministop.co.jp/ 

 

【イオンマーケティング株式会社概要】 

会社名   ： イオンマーケティング株式会社 

英文社名  ： AEON MARKETING Co.ltd 

本社所在地  ： 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 イオンタワー 

代表取締役CEO  ： 前川渉 

資本金        ： ４00百万円（2013年9月末日現在） 

設立        ： 2009年7月24日 

URL                 ： http://www.aeonmarketing.co.jp/ 

 

※社名、ロゴマーク、商品名およびサービス名は商標または登録商標です。 

 

【本リリースに関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先（記事内での掲載はご遠慮ください）】 

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 

開発統括本部 

土田 TEL:03-6895-1672 

 

ミニストップ株式会社 

社長室 コーポレートコミュニケーションチーム 

山盛 TEL：043-212-6477 

 

イオンマーケティング株式会社 

CRMプログラム事業部 メディアチーム 

毛利 TEL：043-212-6698 

 

【コラボレーション商品に関するお客さまからのお問い合わせ先】 

ミニストップ お客さまサービスコールセンター（フリーダイヤル）0120-865-132 

 


