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アニメ「五等分の花嫁」初のゲームアプリ 

『五等分の花嫁 五つ子ちゃんはパズルを五等分できない。』 

新イベント「五つ子ちゃんのバースデーライブ ～祝福と感謝があふれる一日～」開催！ 

～特典は映画の舞台挨拶上映会チケットとオリジナル QUO カード！竹達彩奈さん発案企画も登場～ 

 

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 4 月 29 日（金）より、ア

ニメ「五等分の花嫁」初となるゲームアプリ『五等分の花嫁 五つ子ちゃんはパズルを五等分できない。』にて、週

刊少年マガジン編集部完全監修の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新イベント

「五つ子ちゃんのバースデーライブ ～祝福と感謝があふれる一日～」を開催いたします。本イベントの特典とし

て、映画「五等分の花嫁」の舞台挨拶上映会のチケットと五つ子たちのライブ姿を描き下ろしたイラストのオリジ

ナル QUO カードを抽選でプレゼントいたします。 

また、2022 年4 月 28 日（木）より、待望の竹達彩奈さん発案企画！五等分オブ・ザ・デッドやハッピーバー

スデースペシャル★5SSガチャなど盛りだくさんの五つ子ハッピーバースデーキャンペーンを公開いたし

ます。 

 

 



ゲームアプリ公式サイト：https://5hanayome-puzzle.enish.com/ 

ゲームアプリ公式Twitter アカウント：＠5hanayome_pzl  

 

■竹達彩奈さんの発案企画「五等分オブ・ザ・デッド」について 

2021 年 10 月26 日(火)に放送された、ごとぱず！祝 1 周年スペシャル公式放送の「新イベント会議」コーナーに

て、竹達彩奈さんが発案した企画「五等分オブ・ザ・デッド」がミニゲームになって期間限定でごとぱずに登場い

たします！また、春場ねぎ先生が Twitter に投稿されたラフ画をメインビジュアルにしております。ぜひお楽しみ

ください。 

 

 

 

開催期間： 

2022 年4 月 28 日(木) 11：00 〜 5 月 17 日(火) 23：59 

 

・五等分オブ・ザ・デッド特設ページ 

https://5hanayome-puzzle.enish.com/of_the_dead/ 

 

■新イベント「五つ子ちゃんのバースデーライブ ～祝福と感謝があふれる一日～」について 

本イベントは、週刊少年マガジン編集部完全監修オリジナルストーリーのインゲームイベントです。五つ子と一

緒にパズルをクリアしながら、「バースデーライブ」をテーマにした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。 

 

https://5hanayome-puzzle.enish.com/
https://twitter.com/5hanayome_pzl
https://5hanayome-puzzle.enish.com/of_the_dead/


 

 

このイベントではイベントポイントを集めてランキングを競います。特典として、映画「五等分の花嫁」の舞台挨拶

上映会のチケットと五つ子のライブ姿のオリジナル QUO カードをプレゼントいたします。 

イベント終了時点の累計ポイントランキング結果によって、「確定応募券」か「抽選応募券」が配布され、プレゼン

トに応募することができます。詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください。 

 

 

 



また、イベント『五つ子ちゃんのバースデーライブ～祝福と感謝があふれる一日～』にて、理科と英語の練習問

題を用意いたします。練習問題ステージにはパズルのスコアをもとにしたランキングが開催されます。 

詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください。 

 

イベント期間： 

2022 年4 月 29 日(金) 11：00 〜 5 月 8 日(日) 21：59 

 

イベント概要： 

⚫ イベントポイントを消費することで、一花・二乃・三玖・四葉・五月の 5 人のいずれかを選んで、なかよしレベ

ルを上げることができます。 

⚫ なかよしレベルを上げる際に必要なイベントポイントは対象キャラクターのなかよしレベルに応じて変化し

ます。 

⚫ なかよしレベルを上げることで、「はいチーズ！」の新しいポーズや背景、「QUO カード抽選応募券」などの

報酬を手に入れることができます。 

⚫ 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。 

⚫ イベントを通じた累計獲得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、キズナポイントを獲得することができます。 

⚫ 1 位～10 位の 10 名に「舞台挨拶上映会確定応募券」、1 位～50 位の 50 名に「QUO カード確定応募券」、11

位～500 位の方には順位に応じた枚数の「舞台挨拶上映会抽選応募券」、51 位～10000 位の方には順位に

応じた枚数の「QUO カード抽選応募券」が付与され、舞台挨拶上映会と QUO カードに応募できます。 

※「確定応募券」を入手しても応募しないと当選しないためご注意ください。 

⚫ 舞台挨拶上映会と QUO カード抽選応募券は 1 枚 1 口応募可能で抽選応募券による応募ではそれぞれ 5

名様にプレゼントいたします。応募口数が多いほど当選確率が UP します。 

 

■「バースデーライブガチャ」について 

イベント「五つ子ちゃんのバースデーライブ ～祝福と感謝があふれる一日～」に先駆けて、バースデーライブを

テーマにした新しいガチャを期間限定で開催します。描き下ろしの期間限定の★5 カードやライブ衣装を、ぜひ

獲得してください。 

 



 

 

ガチャ実施期間： 

2022 年4 月 26 日(火) 11：00 〜 5 月 11 日(水) 23：59 

 

ガチャ概要： 

⚫ 五つ子たちの新しい★5SS カードが登場するピックアップガチャです。 

⚫ オリジナルのバースデーライブ衣装を着た五つ子が登場します。 

⚫ イベント「五つ子ちゃんのバースデーライブ ～祝福と感謝があふれる一日～」での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。 

 

■五つ子ハッピーバースデーキャンペーンについて 

2022 年4 月 28 日（木）より、ハッピーバースデースペシャル★5SSガチャや五つ子バースデースペシャルロ

グボなど盛りだくさんの内容で超豪華なハッピーバースデーキャンペーンを開催いたします。 

 



 

 

●ハッピーバースデースペシャル★5SSガチャ 

五つ子の誕生月を祝い、『初夢』『ドキドキ混浴』『バレンタインドラマ』が期間限定で復刻いたします。また、100 連

と 200 連ではそれぞれ★5SSカード交換チケットがもらえます。 

 

＜期間＞ 

2022 年4 月 28 日（木）11：00 ～ 2022 年5 月 31 日（火）23：59 

 

●ごとぱずハナヨメールバースデーレター 

五つ子の誕生日を祝い、「ハナヨメールバースデーレター 第1～10 話」を公開いたします。期間中にパズルを

クリアし、ハナヨメール宿題を完成することで、2 話以降が解放されます。また、「限定宿題 ハナヨメール特別宿

題」が登場します。この宿題をショップで購入すると、バースデーレターを読むごとにハッピーバースデーガチャ

チケを 10 枚、合計で 100 枚GET できます。 

ぜひ、五つ子たちとのメールのやり取りを楽しんでください。 

 

＜期間＞ 

2022 年4 月 28 日（木）11：00 ～ 2022 年5 月 12 日（木）23：59 

 

●五つ子バースデースペシャルログボ 

五つ子のお誕生日のお祝いとして、プレイヤーの皆さまに、以下の通り花嫁コイン（銀）をプレゼントいたします。 

 

＜期間＞ 

2022 年4 月 28 日（木）11：00 ～ 2022 年5 月 12 日（木）23：59 

 



＜プレゼントの受け取り＞ 

期間中にログインすることで、1 日あたり花嫁コイン（銀）555 個を受け取ることが可能です。花嫁コイン（銀）のプ

レゼントは合計 7 日分受け取ることができ、最大 3885 個入手可能です。 

 

他にもバースデーキャンドル交換所や獲得量アップキャンペーン、らいはのありがとう交換所なども実施いたし

ます。 

詳しくは、五つ子ハッピーバースデーキャンペーン特設ページをご確認ください。 

 

・五つ子ハッピーバースデーキャンペーン特設ページ 

https://5hanayome-puzzle.enish.com/happy_birthday/campaign01/ 

 

現在、「絶対映画水着確定キラドキ MAX カムバック」キャンペーンも絶賛開催中です！ 

カムバックログインボーナスで 100 連分のガチャチケがもらえるので、この機に好きな五つ子の映画水着カード

をぜひ獲得してください。 

 

・絶対花嫁獲得カムバック特設ページ 

https://5hanayome-puzzle.enish.com/comeback/campaign03/ 

 

 

■「五等分の花嫁」とは 

貧乏な生活を送る高校2 年生、上杉風太郎のもとに、好条件の家庭教師のアルバイトの話が舞い込む。 

ところが教え子はなんと同級生！！しかも五つ子だった！！ 

全員美少女、だけど「落第寸前」「勉強嫌い」の問題児！最初の課題は姉妹からの信頼を勝ち取ること・・・！？毎

日がお祭り騒ぎ！中野家の五つ子が贈る、かわいさ 500％の五人五色ラブコメ開演！！ 

 

■アニメ「五等分の花嫁」初のゲームアプリ 

コミック累計 1600 万部突破、アニメ 2 期が終了し 2022 年5 月20 日（金）に映画公開が決定した「五等分の花嫁」

初のゲームアプリ！ 

本ゲームは、一花・二乃・三玖・四葉・五月の五つ子達とキズナを深めながら進めていく、かわいさ 500%のラブコ

メパズルゲームです。プレイヤーは、主人公・上杉風太郎になりきり、原作ストーリーはもちろん、週刊少年マガ

ジン編集部完全監修の新作ストーリーをフルボイスで体験できます。さらに原作ではありえなかった、気になる

あの子と「特別な関係」になることも…！？「さあ、あなたは誰を選ぶ？」 

 

https://5hanayome-puzzle.enish.com/happy_birthday/campaign01/
https://5hanayome-puzzle.enish.com/comeback/campaign03/


 

 

■『五等分の花嫁 五つ子ちゃんはパズルを五等分できない。』概要 

 

タイトル 五等分の花嫁 五つ子ちゃんはパズルを五等分できない。 

ジャンル ラブコメパズル 

App Store https://apps.apple.com/jp/app/id1525515096 

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

ゲームアプリ公式 WEB サイト https://5hanayome-puzzle.enish.com/ 

ゲームアプリ公式Twitter アカウント https://twitter.com/5hanayome_pzl 

ごとぱず公認 discord サーバー https://discord.gg/b22tTXngNy 

対応 OS iOS / Android 

著作権表記 ©春場ねぎ・講談社／「五等分の花嫁∬」製作委員会 ©G Holdings Co., Ltd. ©enish,inc. 

 

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

https://apps.apple.com/jp/app/id1525515096
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.enish.gotopazu%22%20%5Ct%20%22_blank
https://5hanayome-puzzle.enish.com/
https://twitter.com/5hanayome_pzl
https://discord.gg/b22tTXngNy
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  

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。 


