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世代を超えて楽しめる！人気キャラクターグッズが当たる

年末年始に「タツノコフェア」開催

12 月 26 日から全国のサークルＫとサンクスで

株式会社サークルＫサンクス（本部：東京都中央区、代表取締役社長：中村 元彦）は、来年

の干支である“辰年”にちなみ、数多くの人気キャラクターを生み出している株式会社竜の子

プロダクション（以下、タツノコプロ）とコラボレートした「タツノコフェア」を 2011 年 12

月 26 日（月）～2012 年 1 月 25 日（水）の期間限定で全国のサークルＫとサンクス 6,224 店舗

（2011 年 10 月末現在）にて開催します。

このフェアでは、期間中にお弁当やカウンターフーズなど対象商品を含むレシートを集めて

ご応募いただくと、コースにあわせて総計 2,012 名様に「タツノコプロ」の人気キャラクター

のオリジナルグッズが当たります。

このほか、お買い物をされた方を対象にレジで配布する「お年玉くじ付きポストカード」や、

アプリをインストールしたスマートフォンを店頭ポスターなどの AR マーカーにかざすともら

える「AR フィギュア」、キャラクターをイメージしたオリジナル商品など、年末年始にご家族

で楽しんでいただける企画をご用意しています。
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＜店頭ポスターイメージ＞ ＜オリジナル商品 一例＞

「アクビちゃんのフルーツケーキ」

価 格：250 円（税込）

発売日：1 月 3 日（火）



■フェア概要

①クローズド懸賞

実施期間：2011 年 12 月 26 日（月）～2012 年 1 月 25 日（水）

※応募締切は 1 月 31（火）まで（当日消印有効）

応募方法：お弁当やカウンターフーズなど対象商品（約 150 アイテム）を含む必要金額分のレ

シートを集め応募封筒または市販の封筒に入れ応募すると、抽選で「タツノコプロ」

オリジナルグッズが総計 2,012 名様に当たります。

②店頭配布「お年玉くじ付ポストカード」

配布期間：2012 年 1 月 1 日（日）～なくなり次第終了

※当選番号発表は 2012 年 1 月 16 日（月）＜店頭・HP で発表＞

内 容：店頭でお買い物をされたお客様にもれなく「お年玉くじ付ポス

トカード」（10 種類）を進呈します。このポストカードに記載し

ている組番号で当選した方には、サークルＫとサンクスでご利

用いただける商品券（1 等：1,500 円分、2 等：1,000 円分、3 等：

500 円分をそれぞれ 2,012 名様）をプレゼントします。

③店頭でもらえる「タツコレ AR フィギュアコレクション」

実施期間：2011 年 12 月 26 日（月）～2012 年 1 月 22 日（日）

参加方法：スマートフォン（一部のタブレット端末も対応）から専用アプリ

「タツコレ 3D」（無料）をインストールした後、店舗でアプリを

起動し、ポスターまたはチラシスタンドの AR マーカーにかざすと

「タツノコプロ」キャラクターの AR フィギュアが登場します。

期間中、毎週月曜日にフィギュアが変わり 4 種類全て集めると、

シークレットフィギュアがもらえます。

※専用アプリ「タツコレ 3D」は、iPhone(R)の「App Store」、AndroidTM端末

の「Android マーケット」から検索してインストールしてください。

ポストカード（一例）

立体的に浮かびあがる

AR フィギュアイメージ

（一例）

←オリジナルグッズイメージ

＜総計 2,012 名様に当たります＞

3,000 円コース：90 名様（30 名様×3 コース）

1,000 円コース：450 名様（150 名様×3 コース）

500 円コース：1,472 名様



④対象商品購入でもらえる「待受画像」

実施期間：2011 年 12 月 26 日（月）～2012 年 1 月 25 日（水）

内 容：クローズド懸賞対象商品を購入時に発行されるレシートに印字されて

いる「QR コード」から、携帯サイトにアクセスすると「タツノコプロ」

キャラクターの待受画像がダウンロードできます。期間中、毎週月曜

日にキャラクターが変わり、全部で 5 種類あります。

⑤購入でもれなくもらえる「オリジナルグッズ」

対象商品をご購入ごとに、オリジナルグッズをもれなくプレゼントします。

●ソフトドリンク ＜オリジナルフィギュア（10 種類）＞

対象商品：「アサヒ 三ツ矢サイダー500ｍｌ」「コカ・コーラ アクエリアス

ビタミンガード 500ｍｌ」「伊藤園 ティーズティーピーチティー500ｍｌ」

実施期間：2011 年 12 月 26 日（月）～なくなり次第終了

●菓子・カップ麺 ＜オリジナルメモ帳（4 種類）＞

対象商品：「カルビー ピザポテト」「日清 ラ王 特濃煮出し豚骨醤油」など

15 アイテム ※いずれかの商品を 2 個ご購入でプレゼント

実施期間：2012 年 1 月 4 日（水）～なくなり次第終了

⑥自分の名前で占う「タツノコおもしろおみくじ」

実施期間：2011 年 12 月 26 日（月）～2012 年 1 月 25 日（水）

内 容：当社ホームページ内のキャンペーンサイトから、自身の名前を入力すると 2012 年の

運勢を「タツノコプロ」キャラクターに紐づいた“おもしろおみくじ”が引けるキ

ャンペーンを実施します。また、この結果を Facebook もしくは Twitter で拡散した

人には抽選で豪華景品が当たる企画も行います。

キャンペーンサイト URL：http://www.circleksunkus.jp/cs/campaign/tatsunoko/index.html

■タツノコプロ 50 周年特別企画「名作アニメ DVD～初回と最終回～」

タツノコプロ 50 周年を記念して、それぞれの初回と最終回が入った

DVD4 作品をサークルＫサンクス限定で販売します。

取扱作品：「科学忍者隊ガッチャマン」「タイムボカンシリーズ ヤッター

マン」「ハクション大魔王」「昆虫物語みなしごハッチ」

販売期間：12 月 26 日（月）～なくなり次第終了

価 格：各 1,500 円（税込）

※限定 DVD の発売に伴い、12 月 25 日（日）19 時から発売記念イベントを開催し、商品 PR を

行います。

開催日：2011 年 12 月 25 日（日）19 時～

会場：銀座パセラリゾーツ（東京都中央区銀座 6-13-16 銀座ウォールビル）

待受イメージ画像

（一例）

フィギュア

イメージ画像（一例）

メモ帳

イメージ画像（一例）

DVD パッケージイメージ画像



＜タツノコプロについて＞

1962 年設立の老舗アニメプロダクション。「昆虫物語みなしごハッチ」「科学忍者隊ガッチャ

マン」「タイムボカンシリーズ」「ハクション大魔王」など、数多くのオリジナルヒット作品を

制作しています。幅広い世代の人々に愛され、その人気は世界中に広がっています。2012 年に

50 周年を迎えるタツノコプロでは、今後も沢山の周年企画が予定されています。


