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株式会社 GAE（本社：東京都武蔵野市、代表取締役：大友貴司、以下 GAE）は、2018 年 

春リリース予定の AKB48 を起用したゲームアプリ『AKB48 ダイスキャラバン』（略称：

ダイスキ）は、皆様のご期待にお応えして AKB48 姉妹グループ「SKE48、NMB48、

HKT48、NGT48、STU48」とのコラボレーションを実施する事が決定いたしました。 

 

■『AKB48 ダイスキャラバン』（以下、ダイスキ）とは 

本作は、AKB48 を題材にしたスゴロク×RPG として、AKB48 メンバーは好きだけど･･･

ゲームは苦手と思う方も簡単なルールでプレイが可能な新作スマートフォンゲームです。 

 

 

 

 

 

 

 



ゲームの詳細やキャンペーン等につきましては、「AKB48 公式 YouTube チャンネル」に

て公開している『ほにゃらら～サイコロトーク』動画にて新情報を提供しており、2018 年

1 月 11 日公開の第 3 回動画にて SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48 とのコラ

ボレーション決定を発表いたしました。また、合わせてグループごとのオリジナル衣装も

公開いたしました。 

コラボはグループごとに定期的に実施していく為、いつどのグループが始まるかについて

の詳細はダイスキ公式サイト及びダイスキ公式 Twitter 等でお知らせいたします。 

 

 

■『ほにゃらら～サイコロトーク』第 3 弾のみどころ 

 

第 3 弾は AKB48 加藤玲奈さん、小嶋菜月さんのお二人によるご出演のサイコロトーク番

組となっております。 

トークテーマは出演者が 6 種類用意しサイコロを振り、出たテーマのトークを行います。 

テーマ 

「2 人で旅行に行くならどこ!?」 

「私の愛犬の誕生日は?」 

「おたがいの好きなところ」 

「AKB48 で 1 番好きな曲」 

「おたがいの嫌いなところ!!」 

「加藤玲奈の好きなおすしのネタ･･･せーの!」 

 

どんなトークが飛び出すか?! 是非ご覧ください!! 



○PR コーナー“ダイスキニュース” 

 

AKB48 市川愛美さん、久保怜音さんによる PR コーナー“ダイスキニュース”では、

「SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48」とのコラボレーションの決定とグルー

プごとのオリジナル衣装を初公開!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「ほにゃらら～サイコロトーク#3」動画掲載情報 

●2018 年 1 月 11 日配信 

【ダイスキ！】ほにゃららサイコロトーク#3 加藤玲奈＆小嶋菜月/ AKB48[公式] 

http://www.youtube.com/watch?v=GdWFY_P2yAA 

 

 

■Twitter AKB48 カフェお食事券 2000 円が当たる?!お年玉キャンペーン開催中! 

ダイスキ公式 Twitter では、「AKB48 カフェ&ショップ秋葉原のカフェお食事券 2,000

円」が 50 名様に当たる新春お年玉キャンペーンを開催しております!! 

○応募方法 

http://www.youtube.com/watch?v=GdWFY_P2yAA


①ダイスキ公式 Twitter アカウントをフォロー 

②【キャンペーン対象】の投稿を引用リツイート 

③②の投稿にタグ #ダイスキ食べたい を付け、推しメンへの新年の応援メッセージを投

稿！ 

 

○当選者発表 

当選発表は当選者への DM でのご連絡をもって返させていただきます。 

 

○応募受付期間 

2017 年 12 月 31 日（日）～2018 年 1 月 31 日（水）23：59 

URL：https://twitter.com/AKB48_Dice 

 

 

■AKB48 公式 YouTube チャンネルでサイコロトークや発表会アーカイブ動画公開中!! 

AKB48 公式 YouTube チャンネルでは、12 月 13 日にて発表を行った「2017 年振り返り

サイコロトーク女子会」のアーカイブ動画やすでに公開中の「ほにゃらら～サイコロトー

ク」動画など大好評配信中です!! 

※「AKB48 公式 YouTube チャンネル」 

https://www.youtube.com/channel/UCxjXU89x6owat9dA8Z-bzdw 

 

●2017 年 12 月 28 日配信 

「【ダイスキ！】ほにゃららサイコロトーク#2 武藤十夢＆村山彩希/ AKB48[公式]」 

https://www.youtube.com/watch?v=BuFliilcErQ 

 

●2017 年 12 月 26 日配信 

「【ダイスキ！】福岡聖菜のダイスキ講座 / AKB48[公式]」 

https://www.youtube.com/watch?v=-9t9xDiKV58 

 

●2017 年 12 月 25 日配信 

「【ダイスキ！】村山彩希のダイスキ講座 / AKB48[公式]」 

https://www.youtube.com/watch?v=s6rpKbVEPk0 

 

●2017 年 12 月 21 日配信 

「【ダイスキ！】ほにゃららサイコロトーク#1 兒玉＆朝長 / AKB48[公式]」 

https://www.youtube.com/watch?v=1lHwkBSDqyI 

●2017 年 12 月 16 日配信 

https://twitter.com/AKB48_Dice
https://www.youtube.com/channel/UCxjXU89x6owat9dA8Z-bzdw
https://www.youtube.com/watch?v=BuFliilcErQ
https://www.youtube.com/watch?v=-9t9xDiKV58
https://www.youtube.com/watch?v=s6rpKbVEPk0
https://www.youtube.com/watch?v=1lHwkBSDqyI


「【ダイスキ！】緊急速報 / AKB48[公式]」 

https://www.youtube.com/watch?v=aJ_7J0UCG6c 

 

●2017 年 12 月 13 日配信 

「2017 年振り返りサイコロトーク女子会 / AKB48[公式]」 

https://www.youtube.com/watch?v=iJjYamfqYw8 

 

「ほにゃららサイコロトーク」ではゲーム情報盛りだくさんのダイスキニュースを併せて

配信中です。要チェック!! 

 

■豪華報酬を大量 GET しよう!! 事前登録受付中!! 

事前登録の方法は次の 3 通りがあります。 

①ダイスキ公式 Twitter（https://twitter.com/AKB48_Dice）をフォロー 

②ダイスキ公式 LINE@（https://line.me/R/ti/p/%40brw8891o）を友達登録 

③ダイスキ公式サイト（http://akb48daisuki.jp）にてメールアドレスを登録 

 

 

 

■Twitter「ジェスチャークイズ」キャンペーン開催中!! 

AKB48 メンバーが好きなものを当ててもらう「ジェスチャークイズ」キャンペーンを開

催中!!平日の午前 11 時頃にメンバーが 1 人ずつジェスチャー問題動画を発表し、午後 6 時

頃にメンバーからの正解動画を発表!!メンバーの好きなものを知る事ができるチャンス!! 

AKB48 姉妹グループのメンバーも登場予定です!! 

URL：https://twitter.com/AKB48_Dice 

 

 

■LINE@「ダイスキ！を探せ」キャンペーン開催中!! 

https://www.youtube.com/watch?v=aJ_7J0UCG6c
https://www.youtube.com/watch?v=iJjYamfqYw8
https://twitter.com/AKB48_Dice
https://line.me/R/ti/p/%40brw8891o
http://akb48daisuki.jp/
https://twitter.com/AKB48_Dice


LINE@では AKB48 メンバーの「ダイスキ！」が聞ける『ダイスキ！を探せ』キャンペー

ンを開催中!! 

特定のキーワードを入力すると各メンバーの「ダイスキ」動画を期間限定で見ることがで

きます。毎週火曜日にキャンペーンは切り替わりますのでお忘れなく。 

LINE@『ダイスキ！を探せ』キャンペーンはダイスキ公式 LINE@と友達登録を行う事で

すぐ参加可能です。 

URL：https://line.me/R/ti/p/%40brw8891o 

 

 

■LINE@「2017 年振り返りサイコロトーク女子会 スマホ壁紙」配信中!! 

「2017 年振り返りサイコロトーク女子会」（12 月 13 日配信）で 100 万ハートを達成した

記念のスマホ壁紙を 2017 年 12 月 25 日よりお配りしております。 

ダイスキ公式 LINE@で友達登録を行い、トーク画面でキーワード「動物風衣装」と送信

すると、出演者の動物風衣装スマホ壁紙がゲットできます!! 

実施期間：2017 年 12 月 25 日（月）19：00～2018 年 1 月 31 日（水）15：00 

URL：https://line.me/R/ti/p/%40brw8891o 

 

 

■タイトルインフォメーション 

名称：『AKB48 ダイスキャラバン』 

リリース日：2018 年 春 

価格：基本無料（一部アイテムは課金購入となります） 

対応端末：Google Play 端末、iPhone、iPod touch、iPad 端末 

（対応 OS 並びに対応端末の詳細はリリース日決定の際に別途ご案内いたします。） 

ダイスキ公式サイト：http://akb48daisuki.jp 

ダイスキ Twitter 公式アカウント：https://twitter.com/AKB48_Dice 

ダイスキ Line@公式アカウント：https://line.me/R/ti/p/%40brw8891o 

コピーライト表記：©AKS ©GAE 

https://line.me/R/ti/p/%40brw8891o
https://line.me/R/ti/p/%40brw8891o
https://twitter.com/AKB48_Dice
https://line.me/R/ti/p/%40brw8891o

