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ゴールデンウィークは、あのキャラと一緒に！
「MAPLUS キャラ de ナビ」最大 90％OFF
ゴールデンウィーク SALE 開催！

株式会社エディア（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：賀島 義成、以下：エディア）は、
当社が運営する徒歩・カーナビアプリ『MAPLUS キャラ de ナビ』にて、「ゴールデンウィーク
SALE」を 2022 年 4 月 28 日（木）から開催することをお知らせいたします。
SALE 期間中は、現在クラウドファンディング第二弾で話題沸騰中の「ヴァリス」のメインキャ
ラボイスを務める「島本須美」さん、今年 7 月に映画公開予定の「ゆるキャン△」をはじめと
した合計 42 個のキャラチェンジセットを SALE 価格で販売いたします。
GW は好きなキャラクターと一緒に過ごしましょう！
期間限定の SALE となりますので、この機会にぜひ、お求めやすい価格で「MAPLUS キャラ de
ナビ」をご利用ください。

■『MAPLUS キャラ de ナビ』ゴールデンウィーク SALE 概要
▼SALE 期間
2022 年 4 月 28 日(木)～2022 年 5 月 10 日(火)正午
※開催期間、および内容は予告無く変更または中止する場合がございますので、予めご了承く
ださい。

▼セール対象キャラチェンジセット
・ヘスティア（CV：水瀬いのり)／ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかⅢ
・島本須美 さん
・若本規夫 さん
・赤座 あかり（CV：三上枝織）／ゆるゆり、
・源さくら＆紺野純子(CV：本渡楓＆河瀬茉希)／ゾンビランドサガ
・宇崎花（CV：大空直美)／宇崎ちゃんは遊びたい！
・宮森あおい（CV：木村珠莉）／劇場版『SHIROBAKO』
・木ノ幡みら＆真中あお＆猪瀬舞（CV：高柳知葉＆山口愛＆指出毬亜）／恋する小惑星
・ルルーシュ & ゼロ／コードギアス 反逆のルルーシュ
・ニャンコ先生・斑／夏目友人帳
・邪神ちゃん＆花園ゆりね（CV：鈴木愛奈＆大森日雅）／邪神ちゃんドロップキック
・古手梨花（CV：田村ゆかり) ／ひぐらしのなく頃に
・竜宮レナ（CV：中原 麻衣）／ひぐらしのなく頃に
・竜宮レナ＆古手梨花（CV：中原麻衣＆田村ゆかり)
・狡噛慎也（CV. 関智一）／PSYCHO-PASS サイコパス
・タチコマ（CV. 玉川砂記子）／攻殻機動隊 S.A.C
・御坂 美琴（CV：佐藤 利奈）／とある科学の超電磁砲 T
・白井 黒子（CV：新井 里美）／とある科学の超電磁砲 T
・アニキ（CV.水木一郎）
・各務原なでしこ&志摩リン（CV.花守ゆみり・東山奈央）／ゆるキャン△
・大垣千明&犬山あおい（CV.原紗友里・豊崎愛生）／ゆるキャン△
・西住みほ（CV.渕上舞）／ガールズ＆パンツァー
・秋山優花里 （CV.中上育実）／ガールズ＆パンツァー
・ハッカドール 1 号 2 号 3 号（CV.高木美佑・奥野香耶・山下七海）/ハッカドール
・アルパカ・スリ＋ラッキービースト（CV.藤井ゆきよ・内田彩）／けものフレンズ
・ＰＰＰ＋ラッキービースト
（CV.佐々木未来・根本流風・築田行子・田村響華・相羽あいな・内田彩）／けものフレンズ
・どうぶつビスケッツ＋ラッキービースト
（CV.尾崎由香・小野早稀・本宮佳奈・内田彩）／けものフレンズ
・レムとラム（CV.水瀬いのり・村川梨衣）／Re:ゼロから始める異世界生活
・岡部倫太郎（CV.宮野真守）／STEINS;GATE (シュタインズ・ゲート)
・椎名まゆり（CV.花澤香菜）／STEINS;GATE (シュタインズ・ゲート)
・牧瀬紅莉栖（CV.今井麻美）／STEINS;GATE (シュタインズ・ゲート)
・ニパ子 ver.2
・すーぱーそに子（CV.すーぱーそに子）
・天音愛（CV：水瀬よしの）／kirakira stars idol project AI
・キャサリンニューウェイ（CV.久保ユリカ）／PIT!
・相乗永遠（CV.高森奈津美）／PIT!
・佐藤実花（CV.佳村はるか）／PIT!
・豊田恵（CV.南條愛乃）／PIT!
・思考 AI ラティ（CV.釘宮理恵）／PIT!
・中嶋エリーゼ（CV.茅野愛衣）／PIT!
・星野すばる（CV.豊崎愛生）／PIT!
・思考 AI セナ（CV.徳井青空）／PIT!
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■『MAPLUS キャラ de ナビ』ホームページ
『MAPLUS キャラ de ナビ』のホームページ（https://www.maplus-navi.jp/）を公開してお
ります。
引き続き皆様へのサービス向上のため、更なる情報の充実を図ってまいりますので、今後も
『MAPLUS キャラ de ナビ』をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
■『MAPLUS キャラ de ナビ』アプリについて

『MAPLUS キャラ de ナビ』は、簡単な操作で様々なキャラクターによる音声ナビゲーションが
楽しめるアプリです。
豪華声優陣の演じる個性豊かなキャラクターが、ユーザーを目的地まで楽しく案内してくれます。
2014 年 11 月にサービスを開始し、アニメやゲームなどのライセンス作品とのコラボ、他社
サービスへのコンテンツ制作・提供、雑誌社様との番組制作など、様々な活動を行わせていただ
き、おかげさまで 80 個以上のキャラチェンジセットを販売することができました。

今後も様々なキャラチェンジセットを販売し、より多くのユーザーが楽しめるアプリへと進化し
てまいりますので、ぜひご期待ください。

■『MAPLUS キャラ de ナビ』アプリ概要
▼特徴
基本利用無料のナビアプリです。「キャラチェンジセット」を購入することで、豪華声優陣の演じる
個性豊かなキャラクターへ切り替えることができ、それぞれの世界観に合わせたセリフや、案内表示
ボタン・背景などとともに目的地まで案内してくれます。
また、車の走行中だけでなく徒歩でのナビゲートにも対応しているほか、利用シーンに合わせて案内
音声以外のセリフもキャラクターが話しかけてくれ、楽しくナビゲートします。
▼概要
・アプリ名： MAPLUS キャラ de ナビ
・価格：本体無料

※アプリ内課金あり

▷アプリダウンロード URL（iOS 版/Android 版共通）

http://goo.gl/0w5txX
▷公式ホームページ：
https://www.maplus-navi.jp/
▷公式 Twitter：
https://twitter.com/maplus_navi
※「MAPLUS®」は株式会社エディアの登録商標です。
※当資料に記載されている社名、商品名は各社の商標または登
録商標です。
※仕様・利用料は予告なしに変更することがあります。掲載画面は実際の表示と異なる場合があります。
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