NEWS RELEASE

2015年1月26日
株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ
アスキー・メディアワークス ブランドカンパニー

報道関係各位

3月15日、秋葉原が電撃に染まる！
ゲーム・文庫・コミック すべての電撃ファンに贈る、
最高のエンターテインメント祭

ステージ観覧・サイン会参加の応募受付
1月26日より開始！
株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス ブランドカンパニー（本社：東京都千代田区、代
表取締役社長：松原眞樹、ブランドカンパニー長：塚田正晃、以下アスキー・メディアワークス）では、電
撃のゲームメディアによるゲームユーザー感謝イベント『ゲームの電撃 感謝祭2015』と、エンターテイン
メント・ノベル「電撃文庫」のファン感謝イベント『電撃文庫 春の祭典2015』、電撃のコミックが集結したイ
ベント『電撃コミック祭2015』を、3月15日（日）、東京・ベルサール秋葉原と秋葉原UDXにて同日開催いた
します。また、本日1月26日（月）12時（正午）より、当イベントのステージ観覧とサイン会参加応募の受付
をイベント公式サイト（ http://dengekionline.com/gdfes2015/）にて開始いたしました。応募締切は2月
16日（月）12時（正午）の予定です。
『ゲームの電撃 感謝祭』と『電撃文庫 春の祭典』は2013年より同日に開催しており、2014年3月の開
催ではゲームユーザーや電撃文庫ファンの皆様など、7万人を超えるお客様にご来場いただきました。
今回から「電撃のゲームメディア」と「電撃文庫」に「電撃のコミック」が加わり、すべての電撃ファンの皆
様へ、日頃のご愛顧に感謝を示すイベントを開催いたします。豪華出演者によるステージイベントやサイ
ン会のほかにも、イベント限定グッズやオリジナルグッズの販売、最新ゲームの展示など、さまざまな特
別企画を実施予定です。
イベントの詳細につきましては、電撃のゲームメディアや電撃コミック各誌、イベント公式サイトを中心
に、アスキー・メディアワークスの雑誌やウェブ・モバイルサイトなどで、順次お知らせしてまいります。
ゲーム・文庫・コミック すべての電撃ファンに贈る、最高のエンターテインメント祭『ゲームの電撃 感
謝祭2015』＆『電撃文庫 春の祭典2015』＆『電撃コミック祭2015』にぜひご注目ください。
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■『ゲームの電撃 感謝祭2015』＆『電撃文庫 春の祭典2015』＆
『電撃コミック祭2015』イベント概要
【名

称】

『ゲームの電撃 感謝祭2015』＆『電撃文庫 春の祭典2015』＆『電撃コミック祭2015』

【開催日時】

2015年3月15日（日） 10：00～17：00（予定）

【会

場】

ベルサール秋葉原 B1・1F・2F
（東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビル）
秋葉原UDX 2F （東京都千代田区外神田4-14-1）

【主

催】

株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス ★入場無料

【イベント公式サイト】

http://dengekionline.com/gdfes2015/

■イベントの主な内容
★ステージ
豪華出演陣が続々登場するステージを、ベルサール秋葉原と秋葉原UDXの2カ所で開催いたします。
※観覧応募受付は2月16日（月）12：00（正午）まで。

UDXステージ

（場所：秋葉原UDX 2階）

●11：00～11：40

城姫クエスト
「電撃大王」発のお城擬人化ゲーム『城姫クエスト』。人気城姫を担当した加隈亜衣さん、阿久津加菜
さん、松嵜麗さんのステージ出演が決定！ ゲームの新展開の発表や当日だけ手に入る限定アイテ
ムプレゼントなどお楽しみが盛りだくさん。ぜひご参加ください。
【出演】 加隈亜衣、阿久津加菜、松嵜麗

●12：00～12：40

ストライク・ザ・ブラッド
ドラマCDの制作が決まった『ストライク・ザ・ブラッド』。メインキャストから、細谷佳正さん、瀬戸麻沙美
さん、葉山いくみさん、日高里菜さんが登壇して、TVアニメシリーズを振り返ってのお話や、気になるド
ラマCDの内容などについて紹介いただく予定です。
【出演】 細谷佳正、日高里菜、葉山いくみ、瀬戸麻沙美

●13：00～13：40

デュラララ!!×２ 承
1クール目のクライマックスに向け盛り上がりを見せる『デュラララ!!×２ 承』より豊永利行さん、そして
新キャラクターを演じる、小野友樹さん、M・A・Oさん、久野美咲さんを迎えたステージイベントを行いま
す。一体どんなトークが飛び出すのか？ ぜひお楽しみに！
【出演】 豊永利行、小野友樹、M・A・O、久野美咲

●14：00～14：40

ヘヴィーオブジェクト
鎌池和馬が贈る近未来アクション『ヘヴィーオブジェクト』のTVアニメ化企画が進行中！ 主演キャスト
の三人が登場して、作品の魅力を語り尽くします。さらにTVアニメ『ヘヴィーオブジェクト』のメインス
タッフ情報やキービジュアルも初公開するので、絶対に見逃せないステージです。
【出演】 花江夏樹、石川界人、鈴木絵理

●15：00～16：00

Rejet スペシャルステージ（仮）
※本ステージの詳細・観覧応募方法はイベント公式サイトにて後日発表いたします。
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ベルサールステージ （場所：ベルサール秋葉原 地下1階）
●11：00～11：40

「木村良平＆岡本信彦の電撃ガールズスマイル」公開録音
乙女ゲーム情報誌「電撃Girl'sStyle」と『プリンス・オブ・ストライド』の最新情報をお届けするニヨニヨ系
Webラジオ「ガルスマ」が、今年も公開録音を開催します。ゲストに小野友樹さんを迎えて、秋葉原で乙
女を笑顔にしちゃいます♪ 『プリンス・オブ・ストライド』のニュースも聞けちゃうかも!? 木村さん＆岡
本さん＋小野さんの仲良しっぷりをぜひ見に来てください。
【出演】 木村良平、岡本信彦、小野友樹

●12：00～12：40

ゲームの電撃スペシャルステージ（仮）

※事前応募なし。観覧フリー。

「電撃PlayStation」をはじめとする電撃のゲーム誌が贈る特別ステージです。おなじみの編集者が登
場して、スペシャルな企画満載でお贈りします。
【出演】 電撃のゲーム誌編集者

●13：00～13：40

「アイディアファクトリー/コンパイルハート」スペシャルステージ（仮）
【出演】 本多真梨子、水野尚子（プロデューサー）、小野寺真吾（ディレクター）
※ステージの詳細はイベント公式サイトにて後日発表いたします。

●14：00～15：00

「ソードアート・オンライン」「ゴッドイーター」合同スペシャルステージ
【出演】 二見 鷹介 (『ソードアート・オンライン』ゲームシリーズプロデューサー)、
富澤 祐介 (『ゴッドイーター』ゲームシリーズプロデューサー)、他
※ステージの詳細はイベント公式サイトにて後日発表いたします。

●15：30～16：10

『俺の妹』＆『エロマンガ先生』スペシャルステージ!!
かんざきひろ画集第2弾の発売を記念して、『俺の妹』チームが帰ってきます。田村麻奈実役の佐藤聡
美さんが司会となり、『俺の妹』の想い出を振り返るスペシャルコーナー、『エロマンガ先生』創作秘話、
画集の見所などをお届けします。
【出演】 佐藤聡美、伏見つかさ（原作者）、かんざきひろ（原作イラストレーター）、柏田真一郎（アニメ
『俺の妹』プロデューサー）、高橋祐馬（アニメ『俺の妹』宣伝プロデューサー）、三木一馬（原
作担当編集）、小原一哲（原作担当編集）
※ステージイベントの時間・内容・出演者などは変更になる場合もございます。予めご了承ください。

★サイン会
電撃コミック祭では、イベント会場と秋葉原の各所で総勢15名の作家によるグッズ連動＆書店連動サイ
ン会を開催します。電撃の最前線で活躍する人気コミック作家のサインを目の前でもらえるチャンスです。
※参加応募受付は2月16日（月）12：00（正午）まで。

▽グッズ連動サイン会
参加に際し、グッズ連動サイン会当選ハガキのほかに、イベント当日に、イベント会場にてサイン会参
加権付きグッズを購入いただく必要がございます。

＜ベルサール秋葉原 特別会場＞
●10：30～11：45 梅津葉子
●12：00～13：15 若林稔弥
●13：30～14：45 ばらスィー
●15：00～16：15 烏丸渡

『みにでゅら』
『僕はお姫様になれない』
『苺ましまろ』
『NOT LIVES -ノットライヴス-』
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○対象商品
・『みにでゅら』だらだらだらーず来神Ver. 臨也＆静雄イベント限定セット【アクリルキーホルダー、
限定缶バッジ】 電撃コミック祭 梅津葉子サイン会参加権付き／価格：2,000円（税込）
・『僕はお姫様になれない』恋するお姫様Tシャツ 電撃コミック祭 若林稔弥サイン会参加権付き
／価格：4,000円（税込）
・プテラノドンましまろTシャツ 電撃コミック祭 ばらスィーサイン会参加権付き／ 価格：4,000円（税込）
・『NOT LIVES』Tシャツ 電撃コミック祭 烏丸渡サイン会参加権付き／価格：4,000円（税込）

▽書店連動サイン会
参加に際し、書店連動サイン会当選ハガキのほかに、サイン会当日までに当選ハガキを参加券引換
書店にお持ちいただき、任意の電撃コミックス、電撃コミックスNEXT、電撃コミックスEX、シルフコミック
ス、電撃ジャパンコミックスのいずれか1冊を購入いただく必要がございます。

＜アニメイト秋葉原店＞
●13：00～14：00

曽我部修司

『ペルソナ3』

※参加券の配布（引換）はアニメイト秋葉原店にて行います。

＜AKIHABARAゲーマーズ本店＞
●11：00～12：00
●14：30～15：30

柊暁生
赤坂アカ

『はたらく魔王さま！』
『ib -インスタントバレット-』

※参加券の配布（引換）はAKIHABARAゲーマーズ本店にて行います。

＜メロンブックス秋葉原1号店 特設会場（広瀬本社ビル5F）＞
●11：30～12：30
●15：00～16：00

ソウマトウ
柚木涼太

『ギリギリアウト』
『hshsさせろ!!』

※参加券の配布（引換）はメロンブックス秋葉原1号店にて行います。

＜とらのあな秋葉原店Ｃ 4Fイベントフロア＞
●12：00～13：00
●15：30～16：30

森夕
古賀亮一

『魔法科高校の優等生』
『宇宙警察☆ミーティアわんわん』

※参加券の配布（引換）はとらのあな秋葉原店A 3F（虎角商店）にて行います。

＜有隣堂ヨドバシAKIBA店＞
●12：30～13：30
●15：30～16：30

天瀬晴之
片桐いくみ

『王国ゲェム』
『GOD EATER 2』

※参加券の配布（引換）は有隣堂ヨドバシAKIBA店にて行います。

＜書泉ブックタワー＞
●12：30～13：30
●15：30～16：30

谷川ニコ
いみぎむる

『ナンバーガール』
『この美術部には問題がある！』

※参加券の配布（引換）は書泉ブックタワーにて行います。

※サイン会の出演者・時間・場所などは変更になる場合もございます。予めご了承ください。

★物販
イベント会場での限定グッズや、新作グッズ、イベント先行販売グッズを多数販売いたします。 ファン垂
涎のアイテムが盛りだくさんです。

★企画・展示
人気ゲームの体験コーナーや趣向を凝らした展示コーナーなど、魅力的な企画をご用意しております。
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＜ご参考＞
■参加媒体について

“ゲーム心”にガツンと響くゲームマガジン

電撃PlayStation
毎月第2・第4木曜日発売、AB判、http://dengekionline.com/dps/

いちばん❤ときめく乙女ゲーム情報誌

電撃Girl'sStyle
毎月10日発売、AB判、http://dengekionline.com/g-style/

「電撃」がゲーマーに贈るニンテンドー専門誌

電撃Nintendo
毎月21日発売、AB判、http://dn.dengeki.com/

女の子のためのゲーム＆キャラクター情報誌

キャラぱふぇ
偶数月1日発売、AB判、http://cp.dengeki.com/

男の子向けゲーム総合誌

デンゲキバズーカ!!
毎月21日発売、AB判、http://dengekibazooka.tv/

ゲーセンに集うファンに贈る情報満載のNo.1アーケード専門誌

電撃ARCADEゲーム
偶数月下旬発売、A4変型判、http://dac.dengeki.com/

『テイルズ オブ』はすべておまかせの公式マガジン

ビバ☆テイルズ オブ マガジン
毎月28日発売 A4判、http://vivamaga.jp/

ゲーム・アニメを中心としたエンターテインメント情報を毎日発信！

電撃オンライン

http://dengekionline.com/

No.1エンターテインメント・ノベルレーベル

電撃文庫
毎月10日発売、http://dengekibunko.dengeki.com/

電撃文庫ファンのための最強エンタテインメントマガジン！

電撃文庫MAGAZINE
偶数月10日発売、B5判、http://dengekibunko.dengeki.com/magazine/

圧倒的なクオリティとボリュームのコミック誌

月刊コミック電撃大王
毎月27日発売、B5判、http://daioh.dengeki.com/

キミのハートを征服する最強ゲーム・コミック誌

電撃マオウ
毎月27日発売、B5判、http://maoh.dengeki.com/

電撃発の4コマ＆ギャグ専門コミック誌

コミック電撃だいおうじ
毎月27日頃発売、B5判、http://daiohg.dengeki.com/

萌えコンテンツを発信！ 美少女キャラ大集合

電撃萌王
偶数月30日発売、A4変判、http://moeoh.dengeki.com/
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キュン萌え☆トキメキ乙女コミック

シルフ
毎月22日発売、B5判、http://sylph.dengeki.com/

オトナ女子のためのコミック誌

COMIC it
2015年2月14日誕生、http://comic-it.jp/

胸キュンボーイズラブがいっぱい！

B-PRINCE文庫
毎月7日発売、http://b-prince.com/

■アスキー・メディアワークス ブランドカンパニーとは
アスキー・メディアワークスなど事業会社8社が、ＫＡＤＯＫＡＷＡ合併後もそれぞれのブランドのもとで
自由に事業を展開、発展させていくための新しい組織概念が『ブランドカンパニー』です。
アスキー・メディアワークス ブランドカンパニーは、「電撃」「アスキー」「魔法のiらんど」の3つのブラン
ドを軸に、エンターテインメント分野を中心とした事業を展開。出版を基盤に、ウェブ・モバイル、電子書
籍、アプリ、映像、音楽、グッズ、ゲーム、イベントなど、メディアを超えてコンテンツをプロデュースしてい
ます。
●ＫＡＤＯＫＡＷＡオフィシャルサイト： http://www.kadokawa.co.jp/
●アスキー・メディアワークス ブランドカンパニー公式サイト： http://asciimw.jp/
以上

【本件に関する報道関係からのお問い合わせ先】
株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス ブランドカンパニー
事業推進局
http://asciimw.jp/
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