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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」 

第２回オールスターコラボイベントを元日より開催！ 

～10 作品 22 名の人気ヒロインたちと夢のようなひと時を…晴れ着姿で再び！～ 

 

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、2022 年 1 月3 日（月）より、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」にて人気アニメ作品

のヒロインたちが登場し、ゲームオリジナルストーリーをフルボイスでお楽しみいただける第2 回オールスター

コラボイベントとなる「ドリームヒロインオールスターズ ～神様！デートがしたいです～」を開催いたします。 

また、コラボイベントに先駆け 2022 年1 月 1 日（土）より、各コラボヒロインたちの晴れ着姿を描き起こした新イ

ラストのカードが手に入るガチャを開催いたします。さらに、2021 年 12 月 27 日（月）よりオールスターコラボ開

催を記念して、晴れ着姿のヒロイン達の新カードイラストのオリジナル QUO カードが当たるキャンペーンを開始

しました。 

 

 



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

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

 

 

■新コラボイベント「ドリームヒロインオールスターズ ～神様！デートがしたいです～」について 

本イベントは人気 10 作品のヒロイン総勢 22 名が登場する、第2 回オールスターコラボイベントとなるオリジナ

ルストーリーのゲーム内イベントです。 

 

一年の開運を願い、七福神巡りに出掛けたあなた。 

そして、行く先々で出会う美少女たち。 

あなたは、無事全ての神社を巡ることができるのか！？ 

 

ヒロインたちと一緒にパズルをクリアしながら、オリジナルストーリーをフルボイスでお楽しみください。 

 

詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください。 

 

コラボイベント期間： 

2022 年1 月 3 日(月) 11：00 〜 1 月 12 日(水) 23：59 

 

コラボイベント概要： 

・コラボイベント期間中、オリジナルストーリーをフルボイスで楽しむことができます。 

・コラボイベントステージをクリアしポイントを集めることで、イベント報酬として限定の「ホーム背景」やガチャチ

ケなどを手に入れることができます。 

・コラボイベントを通じた累計ポイントのランキングが現れます。イベント終了時点のランキング順位によって、

特別なランキング報酬や、イベントの限定称号、レンカノポイントを獲得することができます。 

 

コラボ登場ヒロイン（順不同） 

「FAIRY TAIL」  

ルーシィ・ハートフィリア（CV：平野 綾） 

エルザ・スカーレット（CV：大原 さやか） 

ウェンディ・マーベル（CV：佐藤 聡美） 

「ドメスティックな彼女」 

橘 陽菜（CV：日笠 陽子） 

橘 瑠衣（CV：内田 真礼） 

「寄宿学校のジュリエット」 

ジュリエット・ペルシア（CV：茅野 愛衣） 

「カノジョも彼女」 

佐木 咲（CV：佐倉 綾音） 

水瀬 渚（CV：和氣 あず未） 

「山田くんと 7 人の魔女」 

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


白石 うらら（CV：早見 沙織） 

「炎炎ノ消防隊」 

茉希 尾瀬（CV：上條 沙恵子） 

アイリス（CV：M・A・O） 

環 古達（CV：悠木 碧） 

「魔法先生ネギま！ANIME FINAL」 

神楽坂明日菜（CV：神田 朱未） 

「七つの大罪 憤怒の審判」 

エリザベス・リオネス（CV：雨宮 天） 

ディアンヌ（CV：悠木 碧） 

マーリン（CV：坂本 真綾） 

「BOYS BE・・・」 

倉本麗香（CV：三森 すずこ） 

「五等分の花嫁」 

中野 一花（CV：花澤 香菜） 

中野 二乃（CV：竹達 彩奈） 

中野 三玖（CV：伊藤 美来） 

中野 四葉（CV：佐倉 綾音） 

中野 五月（CV：水瀬 いのり） 

 

■オールスター前夜祭ログインボーナスとチャレンジを開催 

コラボ開催決定を記念して、本日より 5 日間の特別なログインボーナスとチャレンジを開催します。 

ログインボーナスではオールスターガチャチケボックスを毎日プレゼントいたします。 

ボックスを開くと「オールスターガチャチケ」をランダムで 1 枚～5 枚入手できます。 

また、オールスター前夜祭チャレンジでも 5 日間すべてのチャレンジクリアで合計 30 連分の「オールスターガチ

ャチケ」が入手可能です。オールスターコラボイベントに向けてチケットを集めましょう。 

 

開催期間：2021 年 12 月 27 日（月） 11:00 ～ 2021 年 12 月 31 日（金） 23:59 

 

 

■Twitter にてオールスターコラボイベント開催決定を記念したキャンペーン開催！  

10 作品との第 2 回オールスターコラボ開催決定を記念して Twitter にてキャンペーンを開催します。  

 

●オールスターコラボ開催記念フォロー＆リツイートキャンペーン 

コラボ開催を記念して、かのぱず公式Twitter アカウントにてコラボにて登場する 22 名のヒロインの晴れ着姿を

描き起こしたイラストのオリジナル QUO カード（1000 円分）が抽選で当たるフォロー＆リツイートキャンペーンを

開催中です。 

カードイラスト紹介を行っているキャンペーン対象投稿を RT して参加してください。 

 



 

 

期間：2021 年 12 月 27 日(月) 〜 1 月 12 日(水) 23：59 

賞品：コラボ登場ヒロイン 22 名ごとのオリジナル QUO カード 1000 円分×3 名 

合計 66 名様 

 

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 

かのぱず Twitter アカウント https://twitter.com/kanokari_pzl   

 

注意事項： 

（※）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。 

（※）抽選は対象となる投稿すべての参加者の中から抽選となります。RT するほど当選確率UP します。 

（※）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。 

（※）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。 

（※）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。 

 

■オールスターコラボガチャ「お正月デートガチャ」について 

イベントに先駆けて、コラボ作品ごとの「お正月デートガチャ」が期間限定で登場します。コラボ作品の登場ヒロイ

ンたちをピックアップした新しいガチャで描き起こし期間限定の★5 カードや衣装を、ぜひ獲得してください。 

 

https://twitter.com/kanokari_pzl


登場期間：2021 年1 月 1 日(土) 00:00 ～ 1 月 14 日(金) 23：59 

 

オールスターコラボガチャ お正月デート「ドメスティックな彼女」 

 

オールスターコラボガチャ お正月デート「FAIRY TAIL」 

オールスターコラボガチャ お正月デート「寄宿学校のジュリエット」 

 

オールスターコラボガチャ お正月デート「七つの大罪 憤怒の審判」 

 

オールスターコラボガチャ お正月デート「カノジョも彼女」 

 

オールスターコラボガチャ お正月デート「山田くんと 7 人の魔女」 



オールスターコラボガチャ お正月デート「炎炎ノ消防隊」 

 

オールスターコラボガチャ お正月デート「魔法先生ネギま！ANIME FINAL」 

 

オールスターコラボガチャ お正月デート「五等分の花嫁」 

 

オールスターコラボガチャ お正月デート「BOYS BE・・・」

 

 

ガチャ概要： 

各ヒロインたちの描き起こし★5 カードが登場するピックアップガチャです 

イベント「ドリームヒロインオールスターズ ～神様！デートがしたいです～」が有利になるポイントボーナス付

きカードです。所持している場合、獲得できるポイントが大幅にアップします。 

■コラボ作品の権利表記 



©流石景・講談社／ドメカノ製作委員会  

©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  

©金田陽介・講談社／寄宿学校のジュリエット製作委員会  

©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  

©吉河美希・講談社／2014「やまじょ」製作委員会  

©大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報課  

©赤松健・講談社／新ネギま部  

©春場ねぎ・講談社／「五等分の花嫁∬」製作委員会  

©玉越博幸・イタバシマサヒロ／講談社 

 

■「彼女、お借りします」とは 

コミックのシリーズ累計 1,000 万部を突破し、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！ 

 

■『彼女、お借りします ヒロインオールスターズ』概要 

 

■アニメ「彼女、お借りします」初のゲームアプリ 

 

コミックのシリーズ累計 1,000 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！ 

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。 

さあ、アナタはどの子をレンタルするの？ 



 

 

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 

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 

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 

 

[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。 
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http://www.enish.com/

