
「鷹の爪」史上最大規模プロモーションスケジュール 

 

第 1 弾◆3/16（金）～4/25（水）：東京駅 K-spot に「秘密結社 鷹の爪」ショップを期間限定オープン  

第 2 弾◆3/17（土）：代々木公園野外ステージにて「ドキッ！間違いだらけの着ぐるみ撮影会てへぺろ」イベントを開催 

第 3 弾◆3/17（土）：新シリーズの開始を記念し東京都内や大阪府内の一部街頭で「号外」などを配布 

第 4 弾◆3/17（土）～3/23（金）：「鷹の爪」の全面広告をまとったアドトラックが都内を走行 

第 5 弾◆3/23（金）21：30～ニコニコ生放送にて『秘密結社 鷹の爪外伝 むかしの吉田くん』 一挙見放送 

第 6 弾◆3/24（土）・25（日）東京国際アニメフェア（TAF）2012 に「吉田君」「レオナルド博士」着ぐるみ登場 

第 7 弾◆3/31（土）アニメコンテンツエキスポ（ACE）に「吉田君」「レオナルド博士」着ぐるみ登場 

 

 

（号外記事より） 

以下、イベントの詳細となります。 

 

◆第 1弾◆3/16（金）から東京駅 K-spot に「秘密結社 鷹の爪」ショップを期間限定オープン 

3 月 16 日（金）から 4 月 25 日（水）の期間、東京駅一番街キャラクターストリート内に鷹の爪のグッズ専門ショッ

プ「鷹の爪購買部」がオープンいたします。キデイランドがプロデュースするキャラクター催事スポット「K-spot 

produced by KIDDYLAND」の第 1 弾キャラクターとして採用されました。 

 

「鷹の爪購買部」では、K-spot 限定やキデイランド限定の「鷹の爪」オリジナル商品をはじめ、生産中止になった

レアグッズも展開するほかお買い上げの方全員に NHK 放送決定記念オリジナルショッパーをプレゼント。ご来店

頂いた方全員に特別 DVD や「NHK 放送決定記念」号外をプレゼントいたします。2000 円以上お買い上げの方に

は平日、土日祝日それぞれに数量限定でノベルティもプレゼントするなど、「鷹の爪」ファンにはたまらない豪華

セレクトショップとなります。 



また、3 月 17 日（土）18 日（日）には「吉田君」、4 月 7 日（土）8 日（日）には「レオナルド博士」の着ぐるみが登場し、

写真撮影に対応します。（各日 13：00／15：00） 

 

■K-spot 詳細 

店舗名称 :「K-spot 東京駅店」 

所在地  :〒100-0005 

               東京都千代田区丸の内 1-9-1 東京駅一番街地下 1F 

営業開始日 :2012 年 3 月 16 日（金） 

営業時間 :10:00 から 20:30 

定休日  :不定休 

「K-spot produced by KIDDYLAND」は、これから流行るキャラクター商品や既に人気のキャラクター商品まで 

期間限定で紹介する東京駅の新スポットです。 

 

◆第 2弾◆3/17（土）代々木公園野外ステージにて「ドキッ！間違いだらけの着ぐるみ撮影会てへぺろ」イベントを開催 

3月 17日（土）朝 10時 30分より、代々木公園野外ステージにて「秘密結社 鷹の爪」の「吉田君」「レオナルド博士」

をはじめとする着ぐるみたちとの撮影会イベントを開催いたします。 

しかも「同じキャラクターの着ぐるみは同時に 2体以上並ばない」「人前で着脱をしない」という暗黙の了解を打ち破り、ま

さかの間違いだらけの企画を行います。今回「吉田君鷹の爪バージョンの着ぐるみ」が初お披露目になるにあたり「吉田く

んしまね super大使バージョン」がお祝いに訪れ、まさかの「吉田君 2ショット」が実現します。また、レオナルド博士を実際

に着られるコーナーを設け、着ぐるみを着て写真を撮ることができます。さらには DLE の人気コンテンツ『かよえ！チュー学』

からクマそっくりのチュー学生「モリノ」も駆けつけます。 

 

□間違いその 1：吉田君の着ぐるみが 2体並び、ダブル吉田君と夢の 3ショットが撮れる。 

□間違いその 2：着ぐるみを着ちゃおう！実際にレオナルド博士を着ることができる。 

□間違いその 3：鷹の爪のキャラクターじゃない着ぐるみが乗り込んでくる。 

 

 

鷹の爪ファン垂涎のイベントになること間違いなしです。また、来場者には「春の準備号」と題した特別 DVD をオリジナル

ショッパーに入れてプレゼントいたします（数量限定）。 



【イベント概要】 

◆イベント名 ：「ドキッ！間違いだらけの着ぐるみ撮影会てへぺろ」 

◆日時  ：3/17（土）10:30～11:30 （10:00 に「着ぐるみ着られる抽選券」を配布します） 

◆場所  ：代々木公園野外ステージ 

◆入場料 ：無料 

「吉田君」「レオナルド博士」との写真撮影会は先着順、また「レオナルド博士」の着ぐるみを着られる方は抽選で当た

った方のみとなります。時間に限りがありますのであらかじめご了承ください。 

 

 

◆第 3 弾◆3/17（土）新シリーズの開始を記念し東京都内や大阪府内の一部街頭で「号外」などを配布 

NHK での放送決定を記念し東京都内や大阪府の一部街頭で号外他以下のノベルティを配布致します。（数量限

定） 

・NHK 放送決定記念号外（アニカン刊行） 

・特別 DVD「春の準備号」（特典映像や無料公開映像が入っています） 

  『秘密結社 鷹の爪』    第 1 話・第 4 話 

  『秘密結社 鷹の爪外伝 むかしの吉田くん』  第 1 話・第 4 話 

  『とびだせ！土管くん』    第 2 話・第 3 話 

  「秘密結社 鷹の爪」新シリーズ告知ムービー 

（上記 DVD はオリジナルのショッパーに入れてプレゼントします。） 

 

 
（特別 DVD「春の準備号」盤面イメージ） 

 

 

 

 



◆第 4 弾◆3/17（土）～3/23（金）「鷹の爪」の全面広告をまとったアドトラックが都内を走行 

3/17（土）～3/23（金）の 7 日間、都内に鷹の爪アドトラックを走行させます。 

走行ルートと走行時間は以下の通りです。（変更の可能性あり） 

3/17（土）  10 時～20 時 渋谷・新宿周辺 

3/18（日）  10 時～20 時 渋谷・新宿周辺 

3/19（月）  11 時～21 時 銀座・秋葉原周辺 

3/20（祝）  10 時～20 時 渋谷・新宿周辺 

3/21（水）  10 時～20 時 池袋・渋谷・新宿周辺 

3/22（木）  10 時～20 時 お台場周辺 

3/23（金）  10 時～20 時 池袋・渋谷・新宿周辺 

 

◆第 5 弾◆3/23（金）ニコニコ生放送にて『秘密結社 鷹の爪外伝 むかしの吉田くん』を全 9話一挙放送 

『秘密結社 鷹の爪外伝 むかしの吉田くん』は、シリーズ随一の人気キャラクター吉田君が、まだ島根県に住んでおり、

鷹の爪団にも入っていなかったころの話を描きます。島根県吉田村出身とされながらも、これまでしっかりと描かれることの

なかった「島根時代」の吉田君を、ご当地ネタをふんだんに盛り込んで真正面(?)から描く本作は、まさに吉田君 THE 

ORIGIN というべき作品です。 

 

2012年 1月 21日よりMBS（毎日放送）で放送され 3月 17日深夜の放送で最終回を迎える本作品を、早くもニコニコ

生放送にて全9話一挙に放送します。本作品は現在「秘密結社 鷹の爪」公式WEBサイト「鷹の爪 .jp」（http://鷹の

爪.jp/）上にて第 4話まで公開中です。第 5話以降は MBS でのテレビ放送以外では初公開となります。 

 

【放送概要】 

◆タイトル  ：ニコニコアニメスペシャル「秘密結社 鷹の爪外伝 むかしの吉田くん」一挙放送  

◆配信メディア   ：ニコニコ生放送 

◆配信日時 ：3/23（金）21時 30分より 

◆関連 URL ：番組配信ページ http://live.nicovideo.jp/watch/lv83680634 

  ：公式 WEB サイト http://鷹の爪.jp/mukashinoyoshida 

 

【「むかしの吉田くん」とは】 

島根観光ボランティアの吉田君と胃弱の青年和夫の前に、 

凶暴な宇宙人が突然飛来し、よりによって 

「しっかりした観光ガイド」を要求する。 

そうでなきゃ和夫が足の方から食べられちゃう、ということで、 

成り行きで始まった島根名所巡りの旅ですが... 

アニメ初!「しっかりしたガイド」にもっとも不向きな２人と宇宙人による 

島根ガイド決定版。 

鷹の爪団戦闘主任吉田君の知られざる「入団以前」に迫る、正真正銘の 

"吉田君 THE ORIGIN"ついに登場！  



ラストには驚愕の事実が... 

※ティザー映像を Youtube DLE チャンネルにて公開しています。   

http://youtu.be/EMeI-ATm5bI 

 

◆第6弾◆3/24（土）・25（日）東京国際アニメフェア（TAF）2012に「吉田君」「レオナルド博士」着ぐるみ

登場 

 4月からNHK Eテレ「ビットワールド」内にて放送開始となる『秘密結社 鷹の爪 NEO』から「吉田君」

「レオナルド博士」がTAFのキッズステージ（両日とも13：30～14：00）に登場。Eテレの人気キャラクター

との競演もあるかもしれません。 

 

【TAF概要】 

◆名称  ：東京国際アニメフェア 2012  

◆主催   ：東京国際アニメフェア実行委員会 （実行委員長 石原慎太郎（東京都知事）） 

◆協賛  ：東京国際アニメフェア実行委員企業・団体 他 

◆関連 URL ：番組配信ページ http://live.nicovideo.jp/watch/lv83680634 

◆会場  ：東京ビッグサイト 東京国際展示場 東1･2･3ホール 他 

◆会期期間 ：【パブリックデー】3月24日（土）／3月25日（日） 

◆開催時間 ：【パブリックデー】10:00～18:00 

※ パブリックデー入場は終了時間の30分前まで 

◆入場料 ：【パブリックデー】 

当日 ／ 大人：1,000円 中高生：500円 

前売 ／ 大人： 800円 中高生：400円 

※小学生以下、65歳以上および障害のある方と介助の方2名までは無料 

 

◆第7弾◆3/31（土）アニメコンテンツエキスポ（ACE）に「吉田君」「レオナルド博士」着ぐるみ登場 

 4月からNHK Eテレ「ビットワールド」内にて放送開始となる『秘密結社 鷹の爪 NEO』から「吉田君」

「レオナルド博士」がキングレコードブースのイベントに登場。 

 

【ACE概要】 

◆名称  ：アニメ コンテンツ エキスポ 2012 

◆主催  ：アニメ コンテンツ エキスポ実行委員会 

◆特別協賛 ：Fields 

◆協賛  ：ニコニコ動画 

◆会場  ：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1,2,3 

◆開催期間 ：2012年3月31日(土)～4月1日(日) 9:00～18:00 

※入場は17:30までとなります。 

◆入場料 ：1,500円 

※3歳以上有料／先行販売・当日券（未定） 

http://youtu.be/EMeI-ATm5bI

