
ニュースリリース 

2019 年 11 月 29 日 

Happy Elements 株式会社 

 

コミックマーケット 97出展決定！ 

公式サイトの公開及び事前通販も開始 

 

 ゲームの企画・開発・運営事業を展開する Happy Elements 株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:新井 

元基)のカカリアスタジオは、2019 年 12月 28日（土）～31日（火）に開催される「コミックマーケット 97」

に出展することとなりましたことをお知らせいたします。 

 

 コミックマーケット 97出展に伴い、本日（11 月 29日）より、C97特設サイトを公開いたしました。併せて

事前通販の受付も開始しておりますので、特設サイト及び事前通販サイトにてご確認くださいませ。 

 

■出展情報 

日程 2019 年 12月 28 日（土）～31 日（火） 

会場/ブース 青海展示棟（東京ビックサイト） 

B ホール企業ブース / No.2233「カカリアスタジオ」ブース 

特設サイト https://cacalia.jp/cacalia/special/c97/ 

事前通販 https://shop.happyelements.co.jp/view/category/c97rsv 

カカリアンズ公式 Twitter @cacalianz 

※企業ブースは東展示棟と西展示棟の両方に分かれています。お間違えの無いようご注意ください。 

※当日の販売状況などはカカリアンズ公式 Twitter（@cacalianz）にてお知らせいたします。 

※事前通販の発送は 2月上旬を予定しております。 



■商品・特典情報 

コミックマーケット 97に今年も カカリアスタジオ が出展決定！好評配信中のアプリゲーム「メルクスト

ーリア」「あんさんぶるスターズ！」「ラストピリオド」最新グッズの販売に加え、カカリアスタジオ公式広

報「カカリアンズ」、来年配信予定の新作ゲーム「エリオスライジングヒーローズ」、新作リズムゲームのリ

リースを控えた「あんさんぶるスターズ！！」の公式最新グッズもご用意してお待ちしています。また「あ

んさんぶるスターズ！！」連の無料配布を予定！詳細は後日公開いたしますので、特設サイト・カカリアン

ズ公式 Twitter（@cacalianz）をご確認くださいませ！ 

 

＜商品一覧＞ 

商品名 
会場限定 

価格 
備考 

メルスト C97セット 4,000円 

【セット内容】 

・メタルチャーム 2種セット(トト&ティンク

ルシード) 

・レザーコインケース 

・サコッシュ 

メルスト 缶バッジ ガチャ 1回 300円 全 11種 

絵本「王子様とスクウィーク 火吹き竜と

のたたかい」 
1,200円 復刻販売 

絵本「流星の王子さまとひとりぼっちのお

姫さま」 
1,200円 復刻販売 

「主人公の 18ヵ国旅日記」 1,500円 復刻販売 

新章「あんさんぶるスターズ！！」セット 4,500円 

【セット内容】 

・バスタオル 

・缶バッジセット （4種） 

あんさんぶるスターズ！缶バッジ 

- actor's choice collection - 
500円 

全 43種 

※トレーディング商品のため、絵柄はお選び

いただけません。 

ラスピリ C97セット 5,000円 

【セット内容】 

・サントラ CD（3枚組・全 82曲） 

・タペストリー 

抱き枕カバー「オルデン」 10,000円  

ラスピリ アクリルキーホルダー ガチャ 1回 400円 全 15種 

エリオス R C97セット South＆North 3,500円 

【セット内容】 

・シリコンバングル（2種） 

・ダブルポケットクリアファイル（2種） 



・アクリルキーホルダー（2種） 

エリオス R C97セット West＆East 3,500円 

【セット内容】 

・シリコンバングル（2種） 

・ダブルポケットクリアファイル（2種） 

・アクリルキーホルダー（2種） 

エリオス R タペストリー 2,500円  

カカリアンズ C97 セット 1,500円 

【セット内容】 

・フラットポーチ 

・シール入りスライド缶（シール 10種） 

 

 

＜購入特典一覧＞ 

アプリ名 特典名 備考 

メルクストーリア 
ポストカード 

（全 3 種） 

・メルスト C97 セット 

・絵本「王子様とスクウィーク 火吹き竜と

のたたかい」 

・絵本「流星の王子さまとひとりぼっちのお

姫さま」 

・「主人公の 18 ヵ国旅日記」 

1点購入につき、1枚お渡し 

あんさんぶるスターズ！！ 
ステッカー 

（全 2 種） 

・新章「あんさんぶるスターズ！！」セット 

1点購入につき、1枚お渡し 



ラストピリオド 
ステッカー 

（全 7 種） 

・ラスピリ C97 セット 

・抱き枕カバー「オルデン」 

いずれか 1点購入につき、1枚お渡し 

エリオスライジングヒーローズ 
クリアシート 

（全 4 種） 

・エリオス R C97 セット South＆North 

・エリオス R C97 セット West＆East 

・エリオス R タペストリー 

いずれか 1点購入につき、1枚お渡し 

カカリアスタジオ購入特典セット 

（Cacalia Studio Art Works vol.4、クリアファイル） 

・メルスト C97 セット 

・絵本「王子様とスクウィーク 火吹き竜と

のたたかい」 

・絵本「流星の王子さまとひとりぼっちのお

姫さま」 

・「主人公の 18 ヵ国旅日記」 

・新章「あんさんぶるスターズ！！」セット 

・ラスピリ C97 セット 

・抱き枕カバー「オルデン」 

・エリオス R C97 セット South＆North 

・エリオス R C97 セット West＆East 

・エリオス R タペストリー 

・カカリアンズ C97 セット 

いずれか 1点以上お買い上げの方へ 1会計に

つき、1セットお渡し 

 



※すべての出展内容に関して、予告無く変更や中止となる場合がございます。 

※販売物・配布物・特典の数量には限りがございます。品切れの際はご容赦ください。（各日でそれぞれ配布

数を用意してあります） 

※価格は全て税込価格となります。 

※多くの方にグッズが行き渡るよう、ガチャ商品は一度につきお一人様最大 5回までまで、「あんさんぶるス

ターズ！缶バッジ- actor's choice collection -」は一会計につきお一人様最大 20個まで、それ以外の

商品は一会計につきお一人様最大 2個までとさせて頂きます。 

※「カカリアスタジオ購入特典セット」以外の購入特典はランダム配布となります。絵柄はお選び頂けませ

んのでご了承ください。 

※会場購入特典については通販ストアでは付属・販売を行いません。 

※「Cacalia Studio Art Works vol.4」の内容は後日、電子書籍として無料公開する予定です。 

※特典の対象となる購入商品には、ガチャ商品は含まれません。予めご了承ください。 

 

■ Happy Elements 株式会社（カカリアスタジオ）について 

 Happy Elements 株式会社は、北京に本社を置く Happy Elements LTD.の日本法人です。スマートフォン向け

ゲームの開発・運営を行っており、メルクストーリア、あんさんぶるスターズ！、ラストピリオドなどのタイ

トルを展開しております。 
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※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。 


