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マルイ × 『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Ｑ』 タイアップキャンペーン

「働く大人 ミサトと加持の補完計画」開催！
キャンペーン期間：2012年11月15日(木）〜12月30日（日）
＜新宿マルイ４館／マルイシティ池袋／京都マルイ／なんばマルイ／マルイウェブチャネル 共同プロモーション＞

株式会社丸井が運営する 「新宿マルイ ワン」「新宿マルイ アネックス」「新宿マルイ メン」「新宿マルイ
本館」「マルイシティ池袋」「京都マルイ」「なんばマルイ」の７店舗と通販サイト「マルイウェブチャネル」は、
11月15日(木)より､映画『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q』の劇場公開(11/17(土)〜)に合わせて
エヴァの世界観に共感する“働く大人”をターゲットとした共同プロモーション 「働く大人 ミサトと加持の
補完計画」を実施いたします。
＜キャンペーンタイトル＞

■キーキャラクターに「ミサト」と「加持」が登場！
個性派ファッション専門館「新宿マルイ ワン」では、09年から
継続的にエヴァンゲリオンとのタイアップイベントを実施してい
ます。 今回は、新作映画の劇場公開に合わせて開催店舗を
拡大し、エヴァに共感する大人たちに向けて、劇中でも、働く
大人としてアクティブに活躍している「葛城ミサト」「加持リョウジ｣
の２人をキャンペーンキャラクターに登用しました。

■オリジナルのプレゼントキャンペーンや
エヴァグッズを集めた期間限定ショップも登場！

＜「ミサト」「加持」 描き下ろしキャンペーンビジュアル＞

<１>対象７店舗のシューズ売場では、「ミサト」と「加持」のよう
にアクティブに働く方々におすすめのシューズをご紹介。
描き下ろしのイラストを使ったクリアファイルやステッカー
のプレゼントをご用意しました。
<２>ご好評のエヴァンゲリオングッズを取り揃えた「期間限定
ショップ」を拡大展開。ここでしか買えないマルイの先行
販売の商品も充実しています。
<３>今年はマルイのＷｅｂ通販でもエヴァグッズを販売。
特設サイト独自のプレゼントキャンペーンも実施します。

職場やプライベートでの交流を通して、主人公「シンジ」の
成長に影響を与える２人。アクティブに働く大人をイメージ
して、マルイの提供する｢シューズ｣をはじめとしたビジネス
アイテムを身にまとう。（オリジナル描き下ろしイラスト）

・開催店舗 ： 新宿マルイ ワン／新宿マルイ アネックス／新宿マルイ メン／新宿マルイ 本館／マルイシティ池袋／
京都マルイ／なんばマルイ の計７店舗、および マルイの通販サイト「マルイウェブチャネル」
・タイアップキャンペーン特設サイト ： http://voi.0101.co.jp/voi/webshop/evangelion12/index.jsp
・「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Ｑ」 公式サイト ： http://www.evangelion.co.jp/

株式会社 丸井グループ 広報室
電話 (03) 3384-0101(大代表) FAX (03) 3476-8008
〒164-8701 東京都中野区中野４丁目３番２号

＜１＞対象７店舗のシューズ売場にて「オリジナルノベルティ」をプレゼント
◆シューズキャンペーンタイトル：「働く大人 ミサトと加持のシューズ補完計画」
エヴァの劇中でアクティブに活躍する「ミサト」と「加持」。２人のおしゃれを足元からサポートすることを
コンセプトに「シューズキャンペーン」を実施します。マルイの店頭やＷｅｂ通販で、ＯＬやビジネスマン
を中心に高いご支持をいただいているレディス・メンズシューズをご紹介します。
【女性におすすめのシューズ(一例)】

【男性におすすめのシューズ(一例)】

｢ミサト｣が
履いています

｢加持｣が
履いています
◎累計販売数46万足突破！
オシャレで履き心地が良く
３ＷＡＹで楽しめる

ラクチンきれいパンプス

◎｢ヒールの高さも筒周りの太さも
選びたい｣にお応えしました

◎納得の履き心地と
手間いらずな脱ぎ履き

ラクチンきれいブーツ

ラクチン軽快シューズ

オリジナルノベルティ プレゼント
① 映画「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q」をご覧になられた方へ
『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q』鑑賞券の半券を、対象のシューズ売場にお持ちいただくと
お一人さまにつき1枚「オリジナルステッカー」をプレゼントします。（先着１０万名さま）
※デザインは２種（加持バージョン、ミサトバージョン） ※ノベルティはなくなり次第終了となります

② 対象の売場でシューズをお買上げのお客さまへ
キャンペーン期間中､対象店舗のシューズ
売場にて税込5,000円以上お買上げいた
だくと「オリジナルクリアファイル」をプレゼ
ントします。(先着４万名さま)
※デザインは２種（加持バージョン、ミサトバージョン）
※ノベルティはなくなり次第終了となります

＜クリアファイル、ステッカーデザイン＞

キャンペーン期間：

２０１２年１１月１５日（木）〜１２月３０日（日）

対象シューズ売場： 新宿マルイ 本館：Ｂ１Ｆシューズ売場／新宿マルイ アネックス：６Ｆシューズ売場／
新宿マルイ ワン：２Ｆシューズ売場／新宿マルイ メン：３Ｆシューズ売場／
マルイシティ池袋：Ｂ１Ｆ、７Ｆシューズ売場／京都マルイ：２Ｆ、５Ｆシューズ売場／
なんばマルイ：１Ｆ、６Ｆシューズ売場
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＜２＞ EVA×ＯＩＯＩ Limited Shop が期間限定でオープン！
◆ここでしか買えない、マルイ先行販売のエヴァグッズも登場
新宿マルイの３館(ワン・アネックス・メン)とマルイシティ池袋、京都マルイにて、エヴァンゲリオングッズ
の「期間限定ショップ（ EVA×ＯＩＯＩ Limited Shop ）」を展開します。
エヴァの公式ストア・EVANGELION STOREで人気のグッズはもちろんのこと、期間中ここでしか買え
ないアクセサリーやスイーツなどをご用意。エヴァの世界を表現したショップ演出にも注目です。
【エヴァンゲリオンストアグッズ取扱い商品(一例)】

◎RADIO EVA 080
【NERV LUNCH BAG】
17色 2,415円（税込）

◎EVANGELION STORE
オリジナルレザーファクトリーシリーズ
・名刺ケース 7,875円（税込）
◎EVA＆LOGOS
◎EVANGELION PROJECT
・ペンケース 8,400円（税込）
2重構造ステンレス
ジュエリーキーリング
エコマイボトル（350ml） ・マネークリップ 9,975円（税込）
2色 4,200円（税込）
3色 2,310円（税込）

【マルイ先行販売商品(一例)】

※写真は完成予想ＣＧであり、
実際の商品とは異なります

◎エヴァンゲリオン コラボレーションアクセサリー
各機体のシルエットに輝石を敷き詰めたシルバーペンダント。
シルバーチェーン付き
全5種類 各15,750円(税込) ※予定価格

◎ヱヴァンゲリヲン新劇場版スイーツセット
｢ミサトと加持の癒しのスイーツタイム｣をテーマにした
焼き菓子5点詰め合わせセット
1,050円（税込）

Limited Shop エポスカード会員さま 限定抽選会
下記期間中、各店のLimited Shopにて、対象商品を税込3,000円以上お買上げになり、エポスカード
でご精算いただくと、エヴァンゲリオングッズが当たる抽選会にご参加いただけます。
（１会計につき１回の抽選となります）
※「エポスカード」は、マルイグループの㈱エポスカードが発行するクレジットカードです
※通販サイト「マルイウェブチャネル」でのお買上げは対象外とさせていただきます

開催期間： 新宿マルイ ワン

…11月16日（金）〜11月30日（金） １F イベントスペース

新宿マルイ アネックス

…12月1日（土）〜12月16日(日)

１F イベントスペース

新宿マルイ メン

…12月18日(火)〜12月30日(日)

６F オンボード内

マルイシティ池袋

…11月15日（木）〜12月2日（日） １F イベントスペース

京都マルイ

…12月8日（土）〜12月25日（火）

５Ｆ 特設会場

※新宿マルイ 本館、なんばマルイでは EVA×ＯＩＯＩ Limited Shopの展開はございません
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＜３＞「マルイウェブチャネル」にてキャンペーン特設サイトを開設
◆EVA×ＯＩＯＩ Limited Shopのグッズ販売やプレゼントキャンペーンも実施
11月15日(木)より、マルイの通販サイト「マルイウェブチャネル」にて特設サイトがスタート。さまざまな
キャンペーンの紹介や、EVA×ＯＩＯＩ Limited Shopで販売するエヴァグッズをＷｅｂ通販でもお買い
求めいただけます（一部対象外商品あり）。さらに、Ｗｅｂ限定の
ノベルティや壁紙の無料ダウンロードもご用意しました。
＜サイトイメージ＞

サイト公開期間：
・１１月９日（金）予告サイトオープン（済）
・１１月１５日（木）〜１２月３０日（日） 本サイトオープン
http://voi.0101.co.jp//voi/webshop/evangelion12/index.jsp
①マルイウェブチャネルでエヴァグッズをお買上げのお客さまに「オリジナルノベルティ」プレゼント
Limited Shop のエヴァグッズを税込1,000円以上
「加持」の「スペシャルカード(２枚1組)」をプレゼ

︒

＜スペシャルカード デザイン＞

︒

︒

※ノベルティはなくなり次第終了となります

ち ず大
る人
う いは
ど く さ
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だ

︑

ントします。（先着2,000名さま）

た 満知 こ
のち らの
し 満な世
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な て面は
さ い白あ
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よとの
で
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お買上げのお客さまに、商品１点ごとに「ミサト」

カード裏面には
２人の名セリフ

②オリジナルイラストのＰＣ・スマホ用「壁紙」を無料ダウンロード
キャンペーン特設サイトより、パソコンのデスクトップやスマート
フォンの待ち受け画面に使える「ミサト」と「加持」の「オリジナル
壁紙(４種)」を無料でダウンロードいただけます。
＜オリジナル壁紙 デザイン＞

③『金曜ロードSHOW！』 キーワードキャンペーンに参加
日本テレビ系全国ネット「金曜ロードSHOW！」では、ヱヴァンゲリヲン新劇場版の前２作を、２週に
わたり放映。各番組の最後に発表されるキーワードで「スペシャルバージョンの壁紙」がダウンロード
できるキャンペーンに参加。マルイのキャンペーン特設サイトからもアクセスしていただけます。
【キーワードキャンペーンサイト】

http://evai.jp/camp.html

＜放送スケジュール＞
・『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序 TV版』 ※2012年11月9日（金） 放映済
・『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破 TV版 ＋ ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q 冒頭6分38秒 TV版』
⇒ 2012年11月16日（金） 夜9時〜 日本テレビ系全国ネット
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