【NEWS RELEASE】

2018年9月28日
株式会社KADOKAWA
株式会社ドワンゴ

読者還元、電子書籍キャンペーン、ニコニコ生放送、マクドナルドコラボなど盛りだくさん！

「ニコニコカドカワ祭り 2018」 開催！
今年は「KADOKAWAアプリ」でパワーアップ！！
株式会社KADOKAWA(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松原眞樹、以下KADOKAWA)および株式会社ドワンゴ
(本社：東京都中央区、代表取締役社長：荒木隆司、以下ドワンゴ)は、本日2018年9月28日(金)より「ニコニコカドカワ祭り
2018」(以下ニコカド祭り2018)を開催いたします。ニコニコカドカワ祭りはKADOKAWAとドワンゴの経営統合を記念して行われる、書
店や電子書籍ストア、ニコニコ生放送などが連動した一大キャンペーンで、2014年10月に初開催され、今年で5回目を迎えます。

☆KADOKAWAの本を1,000円買うと、100円の図書カードネットギフトかBOOK☆WALKERギフトがもらえる！
☆KADOKAWAアプリをダウンロードすると、マクドナルドのマックフライポテト(S)クーポンが貰えるキャンペーンを実施！
☆電子書籍ストアにて、KADOKAWAの約2万点の作品を対象にした期間限定キャンペーンを実施！
☆ニコニコ生放送でKADOKAWAアニメ作品を一挙放送！
☆著者がサインする模様をニコニコ生放送で全国に配信中継する、ネットサイン会を実施！
書店では、KADOKAWAの本を買ったレシートをKADOKAWAアプリで読みとり、ポイントをためると、もれなく全国の書店で使用い
た だ け る 図 書 カ ー ド ネ ッ ト ギ フ ト 、 も し く は KADOKAWA 直 営 の 総 合 電 子 書 籍 ス ト ア 「 BOOK ☆ WALKER 」 で 使 用 で き る
BOOK☆WALKERギフトなどをプレゼントする、期間限定のキャンペーンを実施いたします。また、ニコカド祭り2018の参加書店に行く
だけでもらえる“マイル”では、KADOKAWAの作品にまつわる壁紙やアイコン画像などの電子プレゼントも行います。
さらに、ニコカド祭り2018開催中の期間限定で、KADOKAWAアプリをダウンロードするだけで貰えるマクドナルドのマックフライポテト
(S)の無料クーポンもプレゼントいたします。
そして、電子書籍ストアでは「ニコニコカドカワ祭り 2018 年に１度の電子書籍感謝祭！」が9月28日(金)よりスタート。ニコニコ動
画ではKADOKAWAのアニメ作品を一挙無料放送する特番を放送するほか、リアル書店と連動したネットサイン会も放送予定です。
ニコカド祭り2018公式サイトでは、期間中に実施する盛りだくさんの企画詳細を随時公開してまいります。ぜひご期待ください。

「ニコニコカドカワ祭り 2018」 概要
【キャンペーン名称】 ニコニコカドカワ祭り 2018
【実施期間】 2018年9月28日(金）～ 2018年11月30日(金）
【実施企画】
応募者全員プレゼント、抽選プレゼント、ニコニコ生放送特番など、
さまざまな企画を実施。
【公式サイトURL】 https://kadokawadwango.net/
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◆各企画詳細
■「ニコニコカドカワ祭り 2018」 本屋さんへ行こう！キャンペーン
【実施内容】
全国の書店でKADOKAWAの書籍・雑誌をご購入いただいたレシートをKADOKAWAアプリに取り込んでいただくと、ご購入金額に応
じて(※)ポイントを差し上げます。また、ニコカド祭り2018の参加書店へご来店いただき、KADOKAWAアプリでチェックインしていただくと、
マイルも差し上げます。ポイントとマイルがたまると、プレゼントいたします。
※100円につき10ポイントがたまります。

▼ポイントをためるともらえる
《応募者全員プレゼント》
100ポイント(1,000円分のご購入)で100円分の図書カードNEXTもしくはBOOK☆WALKERギフトをもれなくプレゼント！
《抽選で当たるプレゼント》
100ポイント(1,000円分のご購入)で素敵な賞品を抽選でプレゼント！
以下の中から選んでご応募いただけます。
 図書カードNEXT 10,000円分 (10名様)
 ムビチケGIFT 3,000円分 (30名様)
 ニコニコポイント（※） 10,000ポイント (10名様)
 BOOK☆WALKER 10,000円ギフト (10名様)
 KADOKAWAにゆかりのある作家や著者などのサイン入りレアグッズ
（コミック・ライトノベル作家のサイン入りグッズ、サッカー選手や野球
選手のサイン入りグッズなど豪華90種類以上）

＜サイン入りレアグッズ例＞

(左)谷川 流先生サイン入り複製イラスト『涼宮ハルヒの憂鬱』 ©2018谷川流・いとうのいぢ
(中)『リセットする力 「自然と心が強くなる」考え方４６』 サッカー選手酒井宏樹さん所属チー
ムマルセイユのサイン入りユニフォーム

(右)『ブロードキャスト』 湊かなえ先生 サイン色紙

※niconicoアカウントで利用できる各種サービスにおいて、有料コンテンツの入手に使用するポイントシステム(１ポイント=１円)。

▼マイルをためるともらえる
《応募者全員プレゼント》
1マイルでKADOKAWA特製デジタルプレゼント(100種以上)をもれなくプレゼント！

▼ポイント・マイルのため方
《ポイント》
全国の書店でKADOKAWAの書籍・雑誌を購入したレシートを、KADOKAWAアプリのメニューにある「ためる」から撮影・投稿いただく
と、ニコカド祭り2018開催期間中は100円につき10ポイントをプレゼント（100円未満は切り捨て）。
●レシート撮影の必須項目
＜特製デジタルインセンティブ＞
①チェーン名・店舗名 ②電話番号 ③購入日 ④ISBN(13桁のコード) ⑤単価
《マイル》
KADOKAWAアプリのメニューにある「ためる」から、ニコカド祭り2018参加書店の店頭でチェックイン
をすると1マイルプレゼント。
※マイルのプレゼントは、1店舗あたり1日1回となります。
※「チェックイン」を利用するには、スマートフォンのGPS機能をオンにしてください。

【実施期間】
2018年10月1日(月) ～ 2018年11月30日(金)
※期間限定ポイント付与期間：2018年9月14日(金) ～ 2018年11月30日(金)
※プレゼント応募期間

：2018年10月1日(月) ～ 2018年12月25日(火)

【実施店舗】
全国の書店約3,000店舗
※電子書籍およびウェブサイトからの書籍購入はキャンペーン対象外になります。予めご了承ください。
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■「ニコニコカドカワ祭り 2018」 特別企画 ニコニコカドカワ祭り×マクドナルドコラボ
【実施内容】
ニコニコカドカワ祭り開催中の10/1～11/30にKADOKAWAアプリをダウンロードしていただくと、
KADOKAWAアプリにてマクドナルドの「マックフライポテト(S)」の無料クーポンを差し上げます。｢食
のリーディングカンパニーであるマクドナルド｣と、｢出版のリーディングカンパニーであるKADOKAWA｣に
よるジャンルを超えた夢のコラボレーションです。
【実施期間】
2018年10月1日(月) ～ 2018年11月30日(金)
※クーポン使用期限：2018年10月1日(月) 10：30 ～ 2018年12月26日(水) 4：59まで
※詳しくはニコカド祭り2018公式サイトをご覧ください。

■「ニコニコカドカワ祭り 2018」 特別企画 ネットサイン会
【実施内容】
著者が実際にサインする模様をニコニコ生放送で全国に配信中継する、ネットを通したサイン会を行います。サイン中に著者が読者の名
前を読み上げたり、質問に答えたりといったネットならではの企画として、普段なかなかサイン会に参加できない方や、遠方の方にもお楽し
みいただけます。ネットサイン会参加書店で対象書籍をご購入・サイン会にご応募いただいたお客様全員に、素敵なプレゼントを差し上
げます。さらに抽選で著者のサイン入りグッズ(カバーや色紙など)をプレゼントいたします。
【参加著者・タイトル・放送予定日】
名束くだん 先生
『殺戮の天使8』 (MFコミックス ジーンシリーズ、9/27発売)
2018年10月14日(日)19時放送
鴨志田一 先生、（ゲスト出演）溝口ケージ 先生
『青春ブタ野郎はランドセルガールの夢を見ない』 (電撃文庫、10/10発売予定)
2018年10月28日(日)19時放送
アルデヒド 先生
『ニー子はつらいよ2』 (MFコミックス キューンシリーズ、10/26発売予定)
2018年11月11日(日)20時放送
ぷにちゃん 先生
『完全回避ヒーラーの軌跡２』 (MFブックス、10/25発売予定)
2018年11月17日(土)19時放送
伊東歌詞太郎 先生
『家庭教室』 (既刊)
2018年11月22日(木)19時放送

＜著者サイン入りグッズ：昨年のプレゼント例＞

※詳しくはニコカド祭り2018公式サイトをご覧ください。 ※参加書店の応募は終了いたしました。ご了承ください。

■ニコニコ生放送でKADOKAWAアニメ作品を一挙放送
【実施内容】
ニコカド祭り2018の開催期間中、ニコニコ生放送にて、KADOKAWAアニメ作品の一挙放送を実施いたします。
【放送予定】
《ニコニコカドカワ祭り2018開催記念》
10月1日(月) 19：00〜 「Re:ゼロから始める異世界生活」1話〜13話一挙放送
【視聴ページURL】 http://live.nicovideo.jp/watch/lv315737635
10月2日(火) 19：00〜 「Re:ゼロから始める異世界生活」14話〜25話一挙放送
【視聴ページURL】 http://live.nicovideo.jp/watch/lv315737679
※その他の放送タイトル・放送時期は、ニコカド祭り2018公式サイトにて順次発表いたします。
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■ニコニコカドカワ祭り 2018 年に１度の電子書籍感謝祭！
【実施内容】
KADOKAWAの電子書籍を配信している電子書籍ストアにて、KADOKAWAの電子書籍約2万点を対象にしたキャンペーンが開催さ
れています。この機会に、ぜひKADOKAWAの電子書籍をお楽しみください。
※キャンペーンの実施有無や内容などは電子書籍ストアによって異なります。詳しくは各ストアにてご確認ください。

【実施期間】 2018年9月28日(金）～
【キャンペーン実施ストア】
BOOK☆WALKER
アニメイトブックストア
amazon kindleストア
eBookJapan
紀伊國屋書店 Kinoppy
Google Play ブックス
コミックシーモア
DMM 電子書籍
dブック
ブックパス
BookLive!
honto
mibon電子書籍
Yahoo!ブックストア
ヨドバシ・ドット・コム電子書籍ストア
LINEマンガ
楽天Kobo 電子書籍ストア
Reader Store
Renta!

https://bookwalker.jp
http://www.animatebookstore.com/
http://www.amazon.co.jp/b?node=2275256051
https://www.ebookjapan.jp/
https://www.kinokuniya.co.jp/
https://play.google.com/store/books?hl=ja
https://www.cmoa.jp/
http://book.dmm.com/
http://book.dmkt-sp.jp/
https://www.bookpass.auone.jp/
https://booklive.jp/
http://honto.jp/ebook/
https://mibon.jp/
https://bookstore.yahoo.co.jp/
http://www.yodobashi.com/category/151007/
https://manga.line.me/store/
http://books.rakuten.co.jp/e-book/
http://ebookstore.sony.jp/
https://renta.papy.co.jp/

■KADOKAWAアプリとは
KADOKAWAの商品やコンテンツのお得な情報を読者やユーザーにいち早く提供する、
スマートフォン向けのKADOKAWA公式アプリです。アプリでは、KADOKAWAの対象商
品の購入レシートでポイントを、対象書店でチェックインするとマイルをためることが可能で
す。ためたポイントとマイルを使うと賞品へのご応募が可能になります。また、お得なイベン
トやフェア、新刊情報の配信、近くの書店を検索する機能も備えています。今後も機能
が追加されていく予定ですので、どうぞご期待ください。
●URL: https://promo.kadokawa.co.jp/kadokawa-app/

（左）KADOKAWAアプリ QRコード、
（右）KADOKAWAアプリ アイコン

以上

【本件に関する媒体関係からのお問い合わせ先】
株式会社KADOKAWA 広報課 E-mail：pr-dept@kadokawa.jp
株式会社ドワンゴ プロモーション部 E-mail：niconico-pr@dwango.co.jp
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