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2021年 7月 29日
株式会社幸楽苑ホールディングス

幸楽苑が新スローガン「All New Happy! 新しいしあわせ、次々と。」を発表
世の中に新しいしあわせを考える

新役職「チーフ・これから・オフィサー（CKO）」に
きゃりーぱみゅぱみゅさんが就任

アクション第 1弾として「New Happy ５箇条」を策定
～2021年 7月 30日(金)より全国にて新 TVCM放映開始～

株式会社幸楽苑ホールディングス(本社：福島県郡山市、代表取締役社長：新井田 昇、以下「幸楽
苑」 ）は、みなさまの新しいハッピーを叶える企業として、新コミュニケーションスローガン「All New Happy！
新しいしあわせ、次々と。」を掲げます。それに伴い、より多くの方に新しい幸楽苑の姿を伝えていくため、きゃりー
ぱみゅぱみゅさんに幸楽苑の新役職「チーフ・これから・オフィサー（CKO）」にご就任いただき、アクション第1弾
としてハッピーを提供するアクションプラン「New Happy ５箇条」を策定し、順次取り組んでまいります。また、
2021 年 7 月 30日(金)より、きゃりーぱみゅぱみゅさんが出演する新 TVCM を、全国で公開いたします。

幸楽苑では、これまでもお客さまを始めとした皆様に新しいハッピーを提供するために、「All New 幸楽苑」として、
裏幸楽苑や公式こどもキャラクターデザインなど様々な取り組みを行ってまいりました。こうした幸楽苑の姿勢をより伝
えていきながら、お客さまとともにハッピーを新たに作り出していくことを目指し、「All New Happy！ 新しいしあわせ、
次々と。」という新しいスローガンを掲げます。
さらに、世の中に新しい幸せを提供し続ける幸楽苑を牽引する「チーフ・これから・オフィサー（CKO）」に、アーティ

ストなど多彩に活躍するきゃりーぱみゅぱみゅさんに就任いただき、幸楽苑とともにこれからのハッピーを考えていきます。
まず、ハッピーを提供するアクションプランとして「New Happy ５箇条」を策定し、1 つずつのアクションを通してハッピ
ーを届けます。
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また、これに伴い、きゃりーぱみゅぱみゅさんが出演する TVCM を 2021 年 7月 30 日(金)より全国で放映開始
いたします。TVCM では、平日学生が 550 円でらーめんセットを食べられる学割セットや、事前注文で店舗ですぐに
受け取れるモバイルオーダーのサービスを利用し、幸楽苑のハッピー体験をした学生や社会人の顔がきゃりーぱみゅぱ
みゅさんの顔に変身します。幸楽苑のロゴマークを頬につけ、お団子結びでチャイナ風なきゃりーぱみゅぱみゅさんは必
見です。ぜひ御覧ください。

■新コミュニケーションスローガン
「All New Happy！ 新しいしあわせ、次々と。」

■「New Happy ５箇条」
① 東北にも幸せを！ 楽天とともに！
ホームゲームで楽天イーグルスが勝った翌日に、東北 6県のお店で合言葉を伝えるとお会計 10％オフになります。
※詳しくは球場ビジョンでご確認ください。

② テイクアウトにも幸せを！伸びにくい麺できました
コロナ禍で増えるテイクアウト需要にも対応し、モチモチ度がパワーアップした、伸びにくい麺を提供します。
また、テイクアウトやデリバリーでつけめん・まぜめんを注文したお客さまに無料で半熟煮卵をプレゼントするキャンペーン
を 2021 年 7月 22 日(木)から開始しております。

③ デリバリーにも幸せを！給水プロジェクト
デリバリーのドライバーさんに、お水を無料で提供いたします。お店の給水器の使用を許可し、ドライバーさんに
対する労いを表します。

④ 環境にも幸せを！「ろすのん」はじまっています
賞味期限に近い商品に「ろすのん」を表示し 50%OFF にて販売することで、食品ロス削減の取り組みを推進します。
テイクアウト商品の廃棄ロスゼロを目指します。

⑤ おいしさと健康に、幸せを！
新商品の「糖さんご麺ね」やロカボ麺の販売に力を入れていきます。

■学割セットについて
実施店舗：420 店舗
時間 ：平日 15 時～18時限定

※最終オーダーは 17 時 45 分まで。
対象 ：中学生・高校生・大学生・専門学生
価格 ：550 円（税込）
内容 ：選べるらーめん 1 品、選べるドリンク 1 品、選べるサイドメニューまたはデザート 1品
※らーめん大盛りは無料です。
※らーめんの味は醤油・味噌・塩の 3種類から選べます。
※学生証または学生とわかる本人の証明書をご提示いただきます。

mailto:kouhou@kourakuen.co.jp


≪ 本件に関するお問い合わせ先 ≫
株式会社幸楽苑ホールディングス 広報・ IR 部 二口・大内

電話 : 070-1365-7615 e-mail : kouhou@kourakuen.co.jp

■モバイルオーダーについて
ご指定の店舗に以下の QR コードで事前注文し、ご指定の時間に店舗にご来店いただくと、待ち時間無しで
出来たての商品を受け取れます。
導入店舗数：224 店舗（8月下旬には直営全店導入予定）
決済方法 ：店頭決済（順次オンライン決済を追加予定）
受取方法 ：店内での受取のみ
注文ページ ：https://kourakuen.linkto-cloud.jp/kourakuen-to/

その他、EPARK テイクアウトもございます。

■新TVCM ストーリー
・「学割」篇
学校からの帰り道に、土手で一列に並んで自転車に乗る学生たちが、「学割と言えば、スマホもいいけどやっぱり、
らーめんの学割！」と叫んでいると、そのハッピーさに学生の顔がきゃりーぱみゅぱみゅの顔に変身！平日限定の、
お得で満腹になる学割セットを頼んだ学生たちが、楽しそうにラーメンを頬張る。

「学割」篇

1

(男子)
学割と言えば

5

(きゃりーさん)
平日限定！
550円で満腹
幸楽苑の学割セット

2

(女子)
スマホもいいけどやっ
ぱりー

6

3

(みんなで)
らーめんの学割―！

7

(きゃりーさん)
学生さんも

4

(きゃりーさん)
学割で
めっちゃハッピー！

(みんなで)
いえーい！！

8

(きゃりーさん)
めっちゃハッピー！

(きゃりーさんオフ)
幸楽苑！

幸楽苑公式
スマートフォンアプリ
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・「モバイルオーダー」篇
店舗を訪れる前にモバイルオーダーで注文をしていた男性。注文画面を店員に見せた後、椅子に腰掛けようとするが、
すぐに注文した商品持って店員が戻ってくる。あまりの速さに「待ってない！」と心のなかで軽やかに連呼してしまうほど。
提供スピードの速さによるハッピーで、最後は男性の顔がきゃりーぱみゅぱみゅに。

「モバイルオーダー」篇

1

(男性客オフ)
スマホで注文しといた
けど

7

(きゃりーさん)
モバイルオーダーで
めっちゃハッピー！

2

(男性客オフ)
まぁどうせ待つんでし
ょ…

8

(男性客オフ)
ええ？

3

(店員さん)
お待たせしました！

9

(きゃりーさん)
幸楽苑の
モバイルオーダーで
楽々テイクアウト！

4

(男性客オフ)
んー待ってない！

10

(きゃりーさん)
待たずに受け取り

5 11

(きゃりーさん)
めっちゃハッピー！

(きゃりーさんオフ)
幸楽苑！

6

(男性客オフ)
んー待ってない！
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■新TVCM 詳細
・ CM タイトル ：「学割」篇、「モバイルオーダー」篇
・出演者 ：きゃりーぱみゅぱみゅ
・放送開始日 ：2021 年 7 月 30 日（金）
・放映地域 ：全国（一部エリアを除く）
・動画 URL ：https://youtube.com/channel/UCNu4SZz-4IlV4B0QDlLvZyQ
・公式 HP ：https://www.kourakuen.co.jp/

■出演者プロフィール
きゃりーぱみゅぱみゅ
1993 年 1月 29日生まれ 東京都出身／アーティスト
2011 年夏に、中田ヤスタカ（CAPSULE）プロデュースによる
ミニアルバム「もしもし原宿」でメジャーデビュー。
そのかわいい容姿からは想像がつかないほど自由奔放でオリジナリティ
溢れる表現から、アーティスト・ファッション面での活動を掛け合わせた
『HARAJUKU』のアイコンとして、4 度のワールドツアーを成功させる
など全世界の注目を集める。
デビュー 10 周年イヤーとなる 2021 年、世界中を巻き込んだ新たな企みの発信地として新レーベル「KRK LAB」
を発足。きゃりーぱみゅぱみゅらしく 10 周年を祝い、さらにその先もファンと共に楽しんでいくため新レーベルを起点に
自ら発信していく。さらなる飛躍を遂げる彼女からまだまだ目が離せない。

幸楽苑は、未来の外食産業のリーディングカンパニーとして、これからもチャレンジングでイノベーティブな取り組みを推
進してまいります。
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