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吉野家と『呪術廻戦』がコラボレーション

全国の吉野家店舗と公式通販ショップで
プレミアムな呪術廻戦グッズが手に入る
「吉野家領域展開中」キャンペーンを実施
- 2 月 1 日から劇場版、3 月は TV アニメとコラボ –
株式会社吉野家（本社：東京都中央区、代表取締役社長：河村泰貴、以下吉野家）は、映画や TV アニメで人気を博す
るアニメ『呪術廻戦』とコラボレーションを実施いたします。コラボレーション期間中は全国の吉野家店舗※と公式通販ショ
ップ（ https://e-shop.yoshinoya.com/ ）で「吉野家領域展開中」の名の下、吉野家でしか手に入らない特典「吉野家×
呪術廻戦プレミアムカード」全 30 種（各 15 種×全 2 弾）や「吉野家×呪術廻戦プレミアム丼」を手に入れることができる
施策を実施します。
「吉野家領域展開中」キャンペーンは 2 月 1 日（火）から開催し、第 1 弾となる 2 月 1 日（火）11 時から 2 月 28 日（月）
20 時は『劇場版 呪術廻戦 0』と、第 2 弾となる 3 月 8 日（火）11 時から 4 月 4 日（月）20 時は TV アニメ『呪術廻戦』とコ
ラボレーションします。第 1 弾、第 2 弾でコラボする各作品に登場するキャラクターが吉野家の店頭を賑わせ、プレミアム
な特典にも登場します。さらに第 2 弾では本キャンペーンのために特別に描き下ろしされた TV アニメ『呪術廻戦』のキャ
ラクターたちのイラストを使用した展開も予定しています。なお、『劇場版 呪術廻戦 0』・TV アニメ『呪術廻戦』を横断した
コラボレーションを実施するのは外食業界においては吉野家が初めてです。 ※一部店舗では販売していません。

■吉野家×『劇場版 呪術廻戦 0』 「吉野家領域展開中」キャンペーン 第 1 弾 概要
https://www.yoshinoya.com/special/jujutsukaisen202202/
https://www.yoshinoya.com/special/jujutsukaisen202202/
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『吉野家領域展開中』キャンペーン実施概要
1.コラボ対象メニュー「じゅじゅめし」を食べて「吉野家×呪術廻戦プレミアムカード」を集めよう
2.吉野家公式アプリから「じゅじゅめしスタンプラリー」へ参加して「吉野家×呪術廻戦プレミアム丼」などの特典をもらおう
3.吉野家公式通販ショップで「吉野家×呪術廻戦プレミアムカード」5 枚がもらえる特別セットを限定販売

1. コラボ対象メニュー「じゅじゅめし」を食べて「吉野家×呪術廻戦プレミアムカード」を集めよう
「吉野家領域展開中」キャンペーン開催期間中は吉野家店舗にてコラボ対象メニュー「じゅじゅめし」を購入すると 1 食
分につき「吉野家×呪術廻戦プレミアムカード」が 1 枚ついてきます。「吉野家×呪術廻戦プレミアムカード」は第 1 弾、
第 2 弾で各 15 種、全 30 種のラインナップとなります。第 1 弾となる「吉野家×『劇場版 呪術廻戦 0』プレミアムカード」
には『劇場版 呪術廻戦 0』のキャラクター、第 2 弾となる「吉野家×TV アニメ『呪術廻戦』プレミアムカード」には TV アニ
メ『呪術廻戦』のキャラクターが登場。第 1 弾では乙骨憂太、祈本里香、禪院真希、狗巻棘、パンダ、五条悟、夏油傑、ミ
ゲル、美々子、菜々子、の 10 キャラクターが登場します。各キャラクターの日常で見せる表情やバトルポーズをカードに
収めました。カードのサイズは縦 88m×横 63 となっており、銀袋に 1 枚ずつ封入した状態で「じゅじゅめし」購入者へラン
ダムに配布します。第 2 弾となる「吉野家×TV アニメ『呪術廻戦』プレミアムカード」には本キャンペーンのために特別に
描き下ろしされたイラストを使用する予定です。

■コラボ対象メニュー「じゅじゅめし」について
「吉野家×呪術廻戦プレミアムカード」1 枚がもらえる「じゅじゅめし」は、「じゅじゅめし牛丼セット」488 円（税込 536 円）、
「じゅじゅめし朝牛セット」538 円（税込 591 円）、「じゅじゅめし牛鮭定食」698 円（税込 767 円）、「じゅじゅめし W 定食」848
円（税込 932 円）です。「じゅじゅめし牛丼セット」はテイクアウト、デリバリーに対応しており、「じゅじゅめし朝牛セット」は 4
時〜11 時、「じゅじゅめし W 定食」は 11 時〜翌 4 時の時間限定販売商品となります。
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■「吉野家×『劇場版 呪術廻戦 0』プレミアムカード」について
第 1 弾となる 2 月 1 日（火）から 2 月 28 日（月）の期間、「じゅじゅめし」購入時に付いてくる「吉野家×『劇場版 呪術廻
戦 0』プレミアムカード」15 種を紹介します。

■吉野家公式 Twitter で「吉野家×『劇場版 呪術廻戦 0』プレミアムカード」コンプリートセット
プレゼントキャンペーン実施中
吉野家×『劇場版 呪術廻戦 0』 「吉野家領域展開中」キャンペーン第 1 弾開始に先駆け、1 月 26 日（水）から 2 月 10
日（木）の期間、吉野家公式 Twitter（@yoshinoyagyudon）で「Twitter フォロー＆引用リツイートキャンペーン」を開始しまし
た。吉野家公式 Twitter をフォローしてキャンペーン投稿をリツイートした方の中から、抽選で 10 名様に「吉野家×『劇場
版 呪術廻戦 0』プレミアムカード」のコンプリートセットをプレゼントします。
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2. 吉野家公式アプリから「じゅじゅめしスタンプラリー」へ参加して
「吉野家×呪術廻戦プレミアム丼」などの特典をもらおう
吉野家公式アプリで開催する「じゅじゅめしスタンプラリー」で「じゅじゅめし」1 食につき呪術高専マークのスタンプが 1 つ
たまるスタンプラリーを「吉野家領域展開中」キャンペーン開催期間中、実施します。※2 スタンプは 7 個を皮切りに 7 の倍
数分貯まっていくごとに 2 級賞、準 1 級賞、1 級賞、特級賞と階級があがり、階級昇格時にはデジタルギフトや牛丼無料
券を獲得し、特級賞へ昇格時には吉野家の有田焼の丼に『呪術廻戦』のキャラクターアイコンやタイトルロゴ、呪術高専
校章マークをデザインした「吉野家×呪術廻戦プレミアム丼」を手に入れることができます。2 級賞、準 1 級賞、1 級賞に
昇格時は、合計 1,000 名様に「吉野家×呪術廻戦プレミアム丼」をプレゼントする抽選にも参加できます。「吉野家×呪術
廻戦プレミアム丼」は劇場版と TV アニメそれぞれのデザインのプレミアム丼を用意しており、特級賞昇格時や抽選当選
時にいずれかのプレミアム丼を選べます。
「じゅじゅめしスタンプラリー」参加方法は簡単です。吉野家公式アプリをダウンロードし、「じゅじゅめし」いずれかの商
品を購入し、お会計時にレジで吉野家公式アプリバーコードを提示するだけです。この機会に奮ってご参加ください。
※2

「吉野家領域展開中」キャンペーン開催期間外となる2月28日（月）20時～3月8日（火）11時はスタンプが貯まりませんので

ご了承ください。

3.吉野家公式通販ショップで「吉野家×呪術廻戦プレミアムカード」5 枚がもらえる特別セットを販売
吉野家公式通販ショップ（ https://e-shop.yoshinoya.com/ ）は「吉野家領域展開」キャンペーン開催期間中、吉野家の
スペシャル丼型ボックスに人気商品を詰め合わせた「【吉野家×呪術廻戦プレミアムカード 5 枚付】牛豚 7 袋セット+紅生
姜付」3,703 円（税込 3,999 円/送料込）をご用意しました。第 1 弾期間中は「吉野家×『劇場版 呪術廻戦 0』プレミアムカ
ード」5 枚が付いてくる特別セットを、第 2 弾期間中は「吉野家×TV アニメ『呪術廻戦』プレミアムカード」5 枚が付いてくる
特別セットを限定販売します。特別セットは予定数に達すると、販売を終了します。
■販売チャネル
吉野家公式通販ショップ https://e-shop.yoshinoya.com/
吉野家公式ショップ楽天市場店 https://www.rakuten.ne.jp/gold/yoshinoya-shop/
吉野家公式ショップ PayPay モール店 https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/yoshinoya-shop/top/
吉野家公式ショップｄショッピング店 https://shopping.dmkt-sp.jp/partner/yoshinoya/?pcode=076
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吉野家は今後もより一層「うまい、やすい、はやい」にこだわり、お客様に感動をともなう満足を感じていただけるよう尽
力してまいります。また、さらに多くの皆様にいつでも何度でも来たいと思っていただけるようなメニュー・サービス・店舗
づくりを積極的に展開していきます。

＜お客様のお問い合わせ先＞
株式会社吉野家 お客様相談室
TEL 0120-69-5114（受付時間 9：00～16：00）

＜報道関係者のお問い合わせ先＞
株式会社吉野家 企画本部 広報担当
TEL 03-5651-8620
press@yoshinoya.com
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【参考情報】

■TV アニメ『呪術廻戦』作品情報
Blu-ray&DVD シリーズ全 8 巻好評発売中！各動画配信サービスで配信中！
＜ストーリー＞
少年は戦う―― 「正しい死」を求めて
辛酸・後悔・恥辱
人間が生む負の感情は呪いと化し日常に潜む
呪いは世に蔓延る禍源であり、最悪の場合、人間を死へと導く
そして、呪いは呪いでしか祓えない
驚異的な身体能力を持つ、少年・虎杖悠仁はごく普通の高校生活を送っていたが、
ある日“呪い”に襲われた学友を救うため、特級呪物“両面宿儺の指”を喰らい、
己の魂に呪いを宿してしまう
呪いである“両面宿儺”と肉体を共有することとなった虎杖は、最強の呪術師である五条悟の案内で、対呪い専門
機関である「東京都立呪術高等専門学校」へと編入することになり……
呪いを祓うべく呪いを宿した少年の後戻りのできない、壮絶な物語が廻りだす―
＜PV 第 4 弾公開中＞（https://youtu.be/4A_X-Dvl0ws）
＜公式サイト＞jujutsukaisen.jp ＜公式 twitter＞@animejujutsu
©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

■『劇場版 呪術廻戦 0』作品情報
公開日：2021 年 12 月 24 日（金）
原作：「呪術廻戦 0 東京都立呪術高等専門学校」芥見下々（集英社 ジャンプ コミックス刊）
制作：MAPPA
配給：東宝
声の出演：緒方恵美 花澤香菜 小松未可子 内山昂輝 関 智一 中村悠一 櫻井孝宏
＜ストーリー＞
幼少のころ、幼なじみの祈本里香を
交通事故により目の前で失った乙骨憂太。
「約束だよ 里香と憂太は大人になったら結婚するの」
怨霊と化した里香の呪いに苦しみ、自身の死を望む乙骨だったが、
最強の呪術師・五条 悟によって、呪術高専に迎え入れられた。
そして、同級生の禪院真希・狗巻 棘・パンダと出会い、乙骨はある決意をする。
「生きてていいって自信が欲しいんだ」
「僕は呪術高専で里香ちゃんの呪いを解きます」
一方、乙骨たちの前にかつて一般人を大量虐殺し高専を追放された
最悪の呪詛師・夏油 傑が現れる。
「来たる 12 月 24 日 我々は百鬼夜行を行う」
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呪術師だけの楽園を標榜する夏油は、
非術師を殲滅させんと、ついに新宿・京都に千の呪いを放ち――
果たして、乙骨は夏油を止められるのか、
そして、里香の解呪の行方は‥‥。
＜公開直前 PV＞https://www.youtube.com/watch?v=e8nij7jRB6M
＜公開後 PV＞https://youtu.be/sBvK2ET6yy8
＜公式サイト＞jujutsukaisen-movie.jp
＜公式 twitter＞@animejujutsu
© 2021「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会 ©芥見下々／集英社

■『呪術廻戦 ファントムパレード』概要
TV アニメ『呪術廻戦』初のスマホゲーム
『呪術廻戦 ファントムパレード』
2022 年配信開始予定！
只今 事前登録受付中！
◆事前登録サイトはこちら⇒https://jujutsuphanpara.jp/preregistration/
公式サイト：https://jujutsuphanpara.jp/
公式 Twitter：https://twitter.com/jujutsuphanpara/ （推奨ハッシュタグ「#ファンパレ」）
公式 YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCO94ejXzeIySeu3gje0ioVQ
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sumzap.pj0014
ジャンル：RPG／基本プレイ無料（アプリ内課金あり）
対応 OS：iOS/Android（機種によりご利用いただけない場合があります）
企画・制作：株式会社サムザップ、東宝株式会社
開発・運営：株式会社サムザップ
-------------------------------------------------------※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。
©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会 ©Sumzap, Inc.

