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フリュー株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：田坂吉朗)と、エイベックス・マネジメント株式会社(本社：

東京都港区)は、エイベックス・マネジメント所属のアーティスト「AAA(トリプル・エー)」のデビュー10 周年を記念し、期間

限定でコラボレーションを展開いたします。 

本コラボレーションでは、フリュー株式会社(以下、フリュー) の展開するプリントシール機(以下、プリ機)・モバイルコ

ンテンツサービス・アミューズメント景品(以下、プライズ)の 3事業において、「AAA」の 10周年を盛り上げる施策を実施

いたします。                                                 ＊...2014 年夏現在 フリュー調べ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

① 最新プリ機『Sugar femme(シュガーファム)』にて「AAA」とのツーショット風撮影が期間限定で可能 

最新プリ機『Sugar femme』に「AAA」コラボレーションデザインの撮影背景を搭載いたします。 

メンバーと一緒に撮影している気分を味わえるデザインや、「AAA」公式キャラクターの「え～パンダ」をあしらったデザ

インをご用意。2015 年 6 月 1 日(月)から 8 月 31 日(月)までの期間限定でお楽しみいただけます。 

  

② メンバーの生プリシールなど豪華賞品が当たる、「AAA」プリアルバム公開キャンペーン 

本キャンペーンは、①の「AAA」コラボレーション背景で撮影した画像を、「ピクトリンク(フリューのプリ機で撮影した画

像が取得・閲覧可能なサービス)」のアプリ版にて取得、アルバムに整理し、Twitterで拡散することにより応募が可能。

抽選で計 65 名様に、メンバーの生プリシールやグリーティングイベントの参加券など、豪華賞品をプレゼントいたしま

す。 

 

③ 「AAA」デビュー10周年限定デザインの“「え～パンダ」ぬいぐるみ”を抽選でプレゼント 

「キャラ広場(フリューの運営するプライズ公式サイト)」にて、「AAA」デビュー10周年記念ロゴが入った限定デザインの“「え

～パンダ」ぬいぐるみ”が、抽選で 7名様(全 7種各 1名様)に当たるキャンペーンを実施いたします。(詳細は後日発表) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プリントシール機市場 No.1企業*のフリューと「AAA」がコラボレーション
メンバーと一緒に撮影している気分が味わえる、撮影背景をプリントシール機に搭載 

【報道関係者の方からのお問い合わせ】 

[コラボプリントシール機、キャンペーン、プライズに関するお問合せ] 
フリュー株式会社 プリントシール機事業部 広報 
TEL：03-5728-1789／FAX：03-5489-9310／メールアドレス：amg-plan-pr@furyu.jp 
 

「AAA(トリプル・エー)」デビュー10周年記念！ 

mailto:amg-plan-pr@furyu.jp


[詳細] 

①最新プリ機『Sugar femme(シュガーファム)』で「AAA」とのツーショット風撮影が期間限定で可能 
フリューの最新プリ機『Sugar femme』に、「AAA」メンバー7名や「え～パンダ」デザインの撮影背景を搭載。まるで、メンバーとツーシ

ョットで撮影しているかのような気分を味わっていただくことができます。また全国各地に展開中の『Sugar femme』に、本コンテンツ

を搭載することにより、より多くのファンの皆様に撮影していただくことが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
②メンバーの生プリシールなど豪華賞品が当たる、「AAA」プリアルバム公開キャンペーン 
会員数 1000万人*を超える「ピクトリンク」は、自身で撮影したプリ画データを取得・閲覧することができるサービスで、アプリ版では、

電子アルバムを作成、フォロワーに共有できる SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)機能を備えております。本キャンペー

ンは、①の「AAA」コラボレーション撮影背景で撮影したプリ画データをアルバムとして整理し、さらに Twitterにハッシュタグをつけて

投稿することで応募が可能。抽選で計 65 名様に、メンバーが本キャンペーン用に撮り下ろした生プリシールをはじめ、豪華な賞品

が当たります。                                                          *...2015 年 4 月 フリュー調べ 
  
＜賞品一覧＞ 

◆特賞 「AAA」グリーティングイベント参加権 

・当選者数  ：25 組 50 名様 
・応募期間  ：2015 年 8 月 1 日(土)～8 月 31日(月) 
・当選者発表 ：当選者の方のみにメールにてご連絡させて頂きます(9 月中) 
・内容： 
“AAA Cafe powered by スイーツパラダイス×avex management”(スイーツパラダイスSoLaDo原宿店で期間限定オープン)にて催さ
れる、1日限定のグリーティングイベントに 25組 50名様をご招待。コラボレーションデザート、ドリンクをご賞味いただけるほか、メン
バーのトークショーなどを予定しております。（※一部メンバーのみ参加となります。） 
 
 

◆副賞１ 「AAA」サイン入りポスター 

・当選者数  ：5 名様 
・応募期間  ：2015 年 7 月 1 日(水)～7 月 31日(金) 
・当選者発表 ：発送をもって当選発表に代えさせて頂きます(9 月中) 
・内容：メンバー全員の直筆サイン入りポスターを抽選で 5 名様にプレゼントいたします。 

 

◆副賞２ 「AAA」生プリシール 

・当選者数  ：10 名様 
・応募期間  ：2015 年 6 月 1 日(月)～6 月 30日(火) 
・当選者発表 ：発送をもって当選発表に代えさせて頂きます(9 月中) 
・内容：メンバーが本キャンペーン用にプリ機『Sugar femme』で撮影した 

生プリシールを、抽選で 10 名様にプレゼントいたします。 
 
  
＜応募方法＞ 

(1)プリ機『Sugar femme』に搭載された「AAA」コラボレーション背景で撮影。 

(2)アプリ版「ピクトリンク」に(1)で撮影したデータをアップし、アルバムに整理。 

(3)(2)のアルバムを Twitterにハッシュタグ【#AAAのプリ】をつけて投稿。 

(4)応募フォームに必要事項を記載し、応募。 
  

▼キャンペーンページ URL https://sp.pictlink.com/sp/special/aaa/top 

 

③デビュー10周年限定デザインの“「え～パンダ」ぬいぐるみ”を抽選でプレゼント 

頭に王冠をかぶり、お腹に「AAA」デビュー10 周年記念ロゴが入った限定デザインの

“「え～パンダ」ぬいぐるみ”を、抽選で 7 名様(全 7 種各 1 名様)にプレゼントいたしま

す。本キャンペーンの詳細は「キャラ広場(フリューの運営するプライズ事業公式サイ

ト)」にて 2015 年 7 月 15 日(水)より公開予定です。 

「AAA」サイン入りポスター 

イメージ 

「AAA」生プリシール 

イメージ 

“「え～パンダ」限定ぬいぐるみ” 

イメージ 

プリ機『Sugar femme』 搭載「AAA」コラボレーション撮影背景 イメージ 

プリントシール機『Sugar femme』 
本体イメージ 

https://sp.pictlink.com/sp/special/aaa/top


■「AAA」プロフィール、最新情報 

 

AAA（トリプル・エー） 

 

男女 7 人組のスーパーパフォーマンスグループ。 

 

2005年 9 月 14 日にシングル「BLOOD on FIRE」でデビュー。 

2005 年末、「第 47 回輝く！日本レコード大賞」最優秀新人賞受賞。 

 

2014年 10 月、9 枚目のオリジナルアルバム「GOLD SYMPHONY」をリリース。 

前作「Eighth Wonder」に引き続き、アルバム 2 作連続となるオリコンウィークリーチャート 1 位を記録。 

 

同年末には､5 年連続となる｢日本ﾚｺｰﾄﾞ大賞｣優秀作品賞受賞､｢NHK 紅白歌合戦｣出場が決定｡ 

 

2015年 4 月 

AAA 初のアジアツアー「AAA ASIA TOUR 2015 -ATTACK ALL AROUND- Supported by KOJI」開催。 

 

同年 5 月～7 月 

10 周年 Anniversary ツアー「AAA ARENA TOUR 2015 10th Anniversary -Attack All Around-」開催中。 

 

現在 7 ヶ月連続シングルリリース 第 5 弾 

「アシタノヒカリ」が好評発売中。(5/27 発売) 

 

 

 

■フリュー株式会社 概要 

2007年 4 月にオムロングループからマネジメントバイアウト（MBO）によって独立したエンタテインメント分野の独立系企業。これま

でプリントシール機事業、プライズ事業、モバイル事業、家庭用ゲームソフト事業などのエンタテインメント事業に参入し、着実に成

長してきた。2012年4月には、株式会社ウィーヴの全株式を取得し、フリューグループとして新たにパートワーク事業、アニメ事業、

版権管理事業、書籍出版事業の 4 事業が加わり、総合エンタテインメント企業として、その活動領域を拡大中。 

 

 

■プリントシール機『Sugar femme』概要 

多くの女性が憧れる“ふんわり”とした雰囲気を、外観・写りの仕上がり・搭載する 

コンテンツなど様々な面から実現しているプリントシール機です。 
＝特徴＝ 

① “ふんわり”とした、思わず触れたくなるような肌の仕上がりを実現。 

・白い内装にすることで光が撮影ブース全体に広がり、明るい仕上がりを提

供。 

・逆光ストロボを 5 灯搭載し、光り輝く繊細なシルエットを表現。 

② 新搭載！2 種のトリミング機能を搭載し、人物と余白のバランスを最適な状

態に整えることが可能。 

③ 挿入する位置が分かりやすい落書きスタンプを搭載し、かわいらしい落書

きが簡単に行える。 

 

◆詳細は『Sugar femme』ニュースリリースページをご覧ください。 

http://www.furyu.jp/2015/01/sugarfemme.html  

 
 
※本リリースに記載の情報は、予告なく変更になる場合がございます。 

※『Sugar femme』、「ピクトリンク』、「キャラ広場」他は、フリュー株式会社の商標または登録商標です。 

※その他会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 

【報道関係者の方からのお問い合わせ】 

[コラボプリントシール機、「ピクトリンク」キャンペーン、プライズに関するお問合せ] 
フリュー株式会社 プリントシール機事業部 広報 
TEL：03-5728-1789／FAX：03-5489-9310／メールアドレス：amg-plan-pr@furyu.jp 
 

プリントシール機『Sugar femme』 

本体イメージ 

http://www.furyu.jp/2015/01/sugarfemme.html
mailto:amg-plan-pr@furyu.jp

