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株式会社 enish 

(コード番号：3667 東証一部) 

 

あの人気ヒロイン達が夢の大集合！ 

「彼女、お借りします ヒロインオールスターズ」 

事前登録者数 10 万人突破！ 

オリジナル水着イラストを公開！ 

～ストアギフトカードが当たるキャンペーンを開催～ 

 

株式会社 enish（本社：東京都港区、代表取締役社長：安徳 孝平、以下 enish）は、2021 年 8 月6 日（金）、アニメ

「彼女、お借りします」初のゲームアプリ「彼女、お借りします ヒロインオールスターズ」の事前登録者数が

10 万人を突破したことをお知らせいたします。さらにゲームアプリ公式Twitter アカウントにて、ゲームオリジナ

ルイラストとなるヒロインたちの水着姿の公開とストアカードをプレゼントする Twitter キャンペーンを開催いたし

ます。 

 

ゲームアプリ「彼女、お借りします ヒロインオールスターズ」公式サイト 

https://kanokari-puzzle.enish.com/ 

https://kanokari-puzzle.enish.com/


 

 

■アニメ「彼女、お借りします」初のゲームアプリ  

「彼女、お借りします ヒロインオールスターズ」は、コミック累計 800 万部を突破し、アニメ 2 期制作も決定

した「彼女、お借りします」初となるゲームアプリです！ 

本ゲームは「彼女、お借りします」のキャラクターはもちろん、人気ラブコメのキャラクター達も「レンタル彼女」と

して登場する、あのヒロインを彼女!?にできちゃうラブコメパズルです。 

現在 9 作品 20 名のヒロイン達がフルボイスで登場決定！このあとも多くの作品から続々と参加予定！さあ、ア

ナタはどの子をレンタルするの？ 

 

■ゲームオリジナル水着イラスト先行公開と Twitter キャンペーン 

ゲームオリジナルイラストとなるヒロインたちの水着姿の公開とストアカードをプレゼントするキャンペーンをゲ

ームアプリ公式 Twitter アカウント（@kanokari_pzl）開催いたします。 

 

＜賞品＞ 

対象ツイートごとに ストアカード 1,500 円分×4 名 合計 16 名様 

 

＜期間＞ 

キャンペーン実施期間 2021 年 8 月6 日（金）〜2021 年8 月 15 日（日）23:59 

※個別対象賞品ごとの実施期間はそれぞれ異なります。キャンペーン対象ツイートをご確認ください。 

 

＜参加方法＞ 

（1）ゲームアプリ公式 Twitter アカウント（＠kanokari_pzl）をフォロー 

（2）キャンペーン情報に関するつぶやきをリツイート 

(3)ストアで事前登録 

 

キャンペーン対象ツイート（初回 水原千鶴分） 

https://twitter.com/kanokari_pzl/status/1423463432267784193 

 

ゲームアプリ公式Twitter アカウント 

https://twitter.com/kanokari_pzl 

 

キャンペーン詳細ページ 

https://kanokari-puzzle.enish.com/ 

 

＜注意事項＞ 

（※）「App Store & iTunes ギフトカード」または「Google Play ギフトカード」をご選択いただけます。 

(※)賞品の発送は、日本国内に限らせていただきます。 

（※）本キャンペーンは予告なく中止または変更させていただく場合がございます。 

（※）当選者の発表は Twitter のダイレクトメッセージ送信をもってかえさせていただきます。 

https://twitter.com/kanokari_pzl/status/1423463432267784193
https://twitter.com/kanokari_pzl


（※）当選者へのご連絡は、ゲームリリース後に行います。 

（※）キャンペーン終了後、ゲームアプリ公式Twitter アカウント（＠kanokari_pzl）のフォローが解除されていますと 

ダイレクトメッセージが送れませんのでご注意ください。 

（※）当選の権利はご本人さまのものとし、他者への譲渡、換金、賞品の変更を行うことはできません。 

（※）賞品は一人の方が複数当選することはございません。 

（※）賞品は当選の権利だけでなく、賞品自体の譲渡・転売も禁止です。 

（※）不正または違反行為を確認した場合は賞品をご返却いただきます。 

（※）配送時の事故、破損については受け付けておりませんので予めご了承ください。 

 

 

■『彼女、お借りします ヒロインオールスターズ』事前登録 10万人達成 

事前登録者数に応じてゲームのリリース時にコインをプレゼントいたします。本リリースの掲載時点で 10 万人を

突破しておりますので、全ユーザー様へ、合計ガチャ 10 回分のコインのプレゼントが決定しております。 

全て達成すると、合計でガチャ 20 回分のコインをプレゼントいたしますので、事前登録がまだお済みでない方

はぜひ登録をして、配信までお待ちください。 

 

＜事前登録方法＞ 

事前登録を行うことで、本ゲームがリリースされた際に通知を受け取ることができます。 

方法は以下の３つで、いずれかを実施することで事前登録が完了します。 

① ストア予約はこちらから： 

iOS 端末をお使いの方（ https://apps.apple.com/jp/app/id1566477241 ） 

AndroidOS 端末をお使いの方（ https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.enish.kanopazu ） 

② ゲームアプリ公式 Twitter アカウント（ ＠kanokari_pzl ）のフォロー 

③ ゲームアプリ公式LINE アカウント（ https://game-

oa.line.me/registration/pa7f06603d54e41f1978baf453083d98a ）を友だち追加 

 

＜事前登録報酬＞ 



 

全て達成すると、合計で 20 連ガチャ相当のコインをプレゼントいたします。 

1 万人突破：ガチャ 1 回分のコイン 【達成】 

2 万人突破：ガチャ 2 回分のコイン 【達成】 

3 万人突破：ガチャ 3 回分のコイン 【達成】 

5 万人突破：ガチャ 5 回分のコイン 【達成】 

8 万人突破：ガチャ 8 回分のコイン 【達成】 

10 万人突破：ガチャ 10 回分のコイン 【達成】 

13 万人突破：ガチャ 13 回分のコイン 

16 万人突破：ガチャ 16 回分のコイン 

20 万人突破：ガチャ 20 回分のコイン 

※コイン数は累計となります。事前登録者数 20 万人達成で、合計ガチャ 20 回分コインを全ユーザー様にプレ

ゼントいたします。 

 

 

■「彼女、お借りします」とは 

 

 

コミック累計 800 万部突破、アニメ 2 期制作決定。たった一度のレンタルで、輝き出すリアルがある！ ラブ×ド

キＭＡＸの無鉄砲ラブストーリー、開幕！ 

 



■初回オールスターイベント参加作品 権利表記 

©真島ヒロ・講談社／フェアリーテイル製作委員会・テレビ東京 

©流石景・講談社／ドメカノ製作委員会 

©鈴木央・講談社／「七つの大罪 憤怒の審判」製作委員会・テレビ東京 

©ヒロユキ・講談社／カノジョも彼女製作委員会 2021 

©大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報課 

©金田陽介・講談社／寄宿学校のジュリエット製作委員会 

©吉河美希・講談社／2014「やまじょ」製作委員会 

©赤松健・講談社／新ネギま部 

 

■『彼女、お借りします ヒロインオールスターズ』概要 

 

タイトル 彼女、お借りします ヒロインオールスターズ 

ジャンル オールスターラブコメパズル 

配信開始日 2021 年9 月 2 日（予定） 

App Store https://apps.apple.com/jp/app/id1566477241 

Google Play ストア https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.enish.kanopazu 

ゲームアプリ公式 WEB サイト https://kanokari-puzzle.enish.com/ 

ゲームアプリ公式Twitter アカウント https://twitter.com/kanokari_pzl 

ゲームアプリ公式LINE アカウント https://game-oa.line.me/registration/pa7f06603d54e41f1978baf453083d98a 

対応 OS iOS / Android 

著作権表記 © 宮島礼吏・講談社／「彼女、お借りします」製作委員会 ©enish,inc. 

 

■株式会社 enish（エニッシュ） http://www.enish.com 

enish では、Link with Fun というスローガンのもと、「世界中に enish ファンを作り出す」ことをミッションに、より多

くのお客様に楽しんでいただけるよう魅力的なサービスの提供に取り組んでまいります。 

 

所在地：東京都港区六本木 6-1-20 六本木電気ビルディング 4F  

設立：2009 年 2 月 24 日 

代表取締役社長：安徳 孝平 

事業内容：ゲームアプリの企画・開発・運営 

https://kanokari-puzzle.enish.com/
https://twitter.com/kanokari_pzl
https://game-oa.line.me/registration/pa7f06603d54e41f1978baf453083d98a
http://www.enish.com/


 

[本件に関するお問い合わせ先] 

株式会社 enish 広報担当  

E-Mail: pr@enish.com 

※   enish、エニッシュ、エニッシュロゴは株式会社enishの商標または登録商標です。その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。 

※ ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。 


