
                                                                     
  

2022年 7月 11日 
株式会社 NTT ドコモ 

 
「dブック」と「d マガジン」において NFT コンテンツのプレゼントキャンペーンを開催 

～対象作品の購入などにより、抽選で「孤独のグルメ 名ゼリフ NFT デジタルトレカ」をプレゼント～ 
 

株式会社 NTT ドコモ（以下、ドコモ）は提供する電子書籍サービス「d ブック」および、電子雑誌の定額読み
放題サービス「d マガジン」において、株式会社扶桑社（以下、扶桑社）と株式会社メディアドゥ（以下、メディアドゥ）
と共同で、対象作品の購入など、対象条件※1を満たしたお客さまの中から抽選で合計 6,000名さまに「孤独のグ
ルメ 名ゼリフ NFT※2デジタルトレカ」をプレゼントするキャンペーンを、2022 年 7 月 12 日（火）から開催いたし
ます。 

 
「孤独のグルメ」（扶桑社、原作︓久住 昌之、作画︓谷口 ジロー）は、グルメ漫画の金字塔として愛され、

松重 豊主演のドラマシリーズも大人気なコンテンツです。本キャンペーンは、『谷口ジローコレクション 17 孤独のグ
ルメ 1』『谷口ジローコレクション 18 孤独のグルメ 2 散歩もの』発売（2022 年 5、6 月）を記念した特別な
NFT コンテンツのプレゼントキャンペーンとなっており、原作コミックの誰もが知る珠玉の“名ゼリフ”のシーンをカラー化・
動画化した「名ゼリフ NFTデジタルトレカ」（全 10種／動くトレーディングカード）としてご提供いたします。 
全 10種類中 3種類を「d ブック」「d マガジン」のキャンペーンにてご提供し、他 7種類は扶桑社「週刊 SPA!」

本誌の NFT デジタル特典として提供されます。 
 

 
 
■『谷口ジローコレクション 孤独のグルメ』発売記念 名ゼリフ NFT デジタルトレカのイメージ 
d ブック限定特典[A]                 d ブック限定特典[B]              d マガジン限定特典[C] 
 
 
 
 
 
 
“名ゼリフ”が飛び出す数コマをカラー処理し、動画化した「動くトレーディングカード」です。全 10 種類中、    

dブック限定 2種類、dマガジン限定 1種類を、「dブック」「dマガジン」それぞれで条件を満たした方の中から抽選
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で合計 6,000名さまプレゼントいたします。詳細は別紙をご参照ください。 
 
ドコモは今後も、「d ブック」「d マガジン」のサービス提供を通じて、お客さまとコンテンツの新たな出会いのきっかけ

となる取り組みを強化してまいります。 
 

※1 対象条件 
〈d ブック〉︓ 
① 本キャンペーンにエントリーされた方。 
② キャンペーン期間終了までに対象作品をご購入された方。（キャンペーン開始以前に対象作品をご購入されている場合もご参加可能） 
③ 当選連絡時点で d ブックメールサービスにご登録されている方。 
〈d マガジン〉︓ 
① 本キャンペーンにエントリーされた方。 
② d マガジンで『週刊 SPA!2022年 7/19・26合併号』を閲覧・お気に入り登録された方。 
③ 当選連絡時点で d マガジン会員に登録中、d マガジンメールサービス（メルマガ）購読中の方。 
 
※2 NFT︓Non-Fungible Token の略称。デジタルデータに「誰が持っているものか」を証明する情報をひもづけ、価値を保証する技術で
す。 
 

 

 

 

 

 

  

本件に関する報道機関からのお問い合わせ先 
株式会社 NTT ドコモ 

コンテンツサービス部 書籍ビジネス担当 
TEL︓03－5156－3718 



 

キャンペーン概要 
  
1. キャンペーン名 

『谷口ジローコレクション 孤独のグルメ』発売記念 
孤独のグルメ 名ゼリフ NFTデジタルトレカプレゼントキャンペーン 
 

2. キャンペーン概要 
キャンペーン期間中にキャンペーンサイトからエントリーし、「d ブック」「d マガジン」いずれかの対象条件を満たし
た方の中から抽選で合計 6,000 名さまに「孤独のグルメ 名ゼリフ NFT デジタルトレカ」をプレゼントいたしま
す。 
 

3. キャンペーン期間 
2022年 7月 12日（火）午前 10:00～2022年 7月 31日（日）午後 11:59 
 

4. 対象作品・各種条件 
 

＜「dブック」の「”名ゼリフ”NFT デジタルトレカ」（2種）＞ 
対象条件 キャンペーン期間中、以下全ての条件を満たした方の中から抽選で NFT を進呈 

①本キャンペーンにエントリーされた方。 
②キャンペーン期間中に対象作品をご購入された方。（キャンペーン開始以前に対象作品
をご購入されている場合も、エントリーを条件にご参加可能） 

③当選連絡時点で d ブックメールサービスにご登録されている方。 
 
※d ブックのご利用には d アカウントが必要です。 
※詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。 

対象作品 
【dブック限定特典[A]の対象作品】（抽選で 1,000名さま） 
『孤独のグルメ【新装版】』『孤独のグルメ 2』 
 
【dブック限定特典[B]の対象作品】（抽選で 1,000名さま） 
『谷口ジローコレクション 17 孤独のグルメ 1』 
『谷口ジローコレクション 18 孤独のグルメ 2 散歩もの』 

キャンペーン期間 2022年 7月 12日（火）午前 10:00～7月 31日（日）午後 11:59 

当選連絡・NFT 
送付時期(予定) 2022年 8月 31日（水）までに通知 

 

 

 

 

別紙 



＜「d マガジン」の「”名ゼリフ”NFT デジタルトレカ」（1種）＞ 

対象条件 キャンペーン期間中、以下全ての条件を満たした方の中から抽選で NFT を進呈 
①本キャンペーンにエントリーされた方。 
②d マガジンで『週刊 SPA!2022年 7/19・26合併号』を閲覧・お気に入り登録 
③当選連絡時点で d マガジン会員に登録中、d マガジンメールサービス（メルマガ）購
読中の方。 

 
※d マガジンの会員登録（月額税込 440円、31日間無料トライアル有）が必要です。 
※詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。 

対象雑誌 【d マガジン限定特典[C]の対象雑誌】（抽選で 4,000名さま） 
『週刊 SPA!2022年 7/19・26合併号』 

キャンペーン期間 2022年 7月 12日（火）午前 10:00～7月 31日（日）午後 11:59 

当選連絡・NFT 
送付時期(予定) 2022年 9月下旬までに通知 

 

＜参考︓『週刊 SPA!2022年 7/19・26合併号』NFT デジタル特典「”名ゼリフ”NFT デジタルトレカ」（7種）＞ 

入手方法 
『週刊 SPA!2022 年 7/19・26 合併号』（紙版）を購入、NFT 取得用カードの手順
に従い入手。本誌 1冊購入ごとにランダムで 7種中 2枚が手に入ります。 
※今回は本誌全てに NFT デジタル特典が付きます。特装版の発行はありません。 

発売日 2022年 7月 12日（火） 

対象期間 2022年 7月 12日（火）～販売終了まで 

 
 
5. その他条件など 

名ゼリフ NFT デジタルトレカの取得には「FanTop」へのアカウント登録（無料）が必要になります。 
※その他詳細は、キャンペーンサイトをご確認ください。 
 

6. キャンペーンサイト 
https://books.dmkt-sp.jp/campaign/info/present-dbo-2207-01/ 
（※2022年 7月 12日（火）午前 10:00公開予定） 
 
 
■dブックについて 
d ポイントがたまる・つかえる︕ ドコモユーザーなら会員登録不要︕ キャリアフリーでどなたでもご利用頂け
る総合電子書店。人気のコミック、小説・ライトノベル、実用書など充実の約 60万冊のラインナップです。 
https://books.dmkt-sp.jp/ 
 
■d マガジンについて 
1,000 誌以上の人気雑誌の最新号、バックナンバー含めて 2,800 冊以上が、月額 440 円（税込）

https://books.dmkt-sp.jp/campaign/info/present-dbo-2207-01/
https://books.dmkt-sp.jp/


で、スマホ・タブ・PC を利用して読み放題。老若男女問わず、多彩なジャンルの雑誌の最新記事が気軽に
お楽しみいただけます。 
https://magazine.dmkt-sp.jp/ 

 
■NFT デジタル特典について 
ブロックチェーン技術を基盤とする NFT（非代替性トークン）を活用し、ユーザーが購入した本やグッズな 
どの特典として入手できる、資産的価値を持つデジタルコンテンツを総称して、メディアドゥは「NFT デジタル
特典」と呼んでいます。 
ユーザーが「NFT デジタル特典」を入手するには、グッズ等に添付されたカード上の 16 桁のギフトコードを 
自身のデバイスで読み込みます。これにより NFTが直接WEBサイト「FanTop」上で発行され、自身が保
有していることが証明可能なデジタルコンテンツを取得できます。 
 
■FanTop について 
「FanTop」は、資産的価値を持つNFTを活用したデジタルコンテンツを入手できるNFTマーケットプレイス
です。専用スマートフォンアプリを使うと、集めたコンテンツを 3D ルームに飾ったり、AR機能で現実の風景に
配置したりと実際のコレクション品のように収集・鑑賞を楽しむことができます。 
 
FanTop 孤独のグルメ特設サイト  https://fantop.jp/titles/kodokuno_gourmet 
（※2022年 7月 12日（火）午前 10:00公開予定） 
FanTop WEB サイト https://fantop.jp/ 
FanTop アプリダウンロード https://lp.fantop.jp/app/appinfo/ 
 

 

 

https://magazine.dmkt-sp.jp/
https://fantop.jp/titles/kodokuno_gourmet
https://fantop.jp/
https://lp.fantop.jp/app/appinfo/

