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NEWS RELEASE                                      2016年1月27日 
報道関係各位                                                    株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松原眞樹）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2016』

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2016』、電撃のコ

ミックファンに贈るイベント『電撃コミック祭2016』を、2016年3月13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27日（水）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/gdfes2016/）にて開始いた

しました。応募締切はステージ観覧・サイン会ともに2月15日（月）12時（正午）までとなります。 

本イベントは、「電撃のゲームメディア」「電撃文庫」「電撃のコミック」それぞれのファンやユーザーの

皆さまへ、日頃のご愛顧に感謝を示すイベントです。豪華出演者によるステージやサイン会のほか、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。『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、『電撃コミッ

ク祭』が加わった2015年3月の開催では、ゲームユーザーや電撃文庫ファン、電撃ブランドのコミックファ

ンの皆さまなど、7万人を超えるお客さまにご来場いただいたほか、ネット来場者は15万人※を超えるイベ

ントとなりました。※ニコニコ生放送の視聴者数。 

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2016 ＆ 電撃文庫 春の祭典2016 ＆ 電撃コミック祭2016』にぜひご注目ください。 

3月13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27日より開始！ 

＆ 
 

＆ 
 

http://dengekionline.com/gdfes2016/
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■『ゲームの電撃 感謝祭2016 ＆ 電撃文庫 春の祭典2016 ＆ 

電撃コミック祭2016』イベント概要 

【名   称】 ゲームの電撃 感謝祭2016 ＆ 電撃文庫 春の祭典2016 ＆ 電撃コミック祭2016 

【開催日時】 2016年3月13日（日） 10：00～17：00（予定） ★入場無料 

【会   場】 ベルサール秋葉原 （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 （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 

【イベント公式サイト】 http://dengekionline.com/gdfes2016/ 

 

■イベントの主な内容 
 

 

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。 

※観覧応募締切は2月15日（月）12：00（正午）となります。 

UDXステージ （場所：秋葉原UDX 2階） 

●11：00～11：40 

アクセル・ワールド 
新作アニメーションが決定した『アクセル・ワールド』。黒雪姫、タクム、ニコ役の声優陣が、とても気に

なる新作アニメの内容に“最速”で迫ります。新作アニメには、アニメ未登場の原作キャラだけでなく、

オリジナルキャラも登場する予定です。 

【出演】 三澤紗千香、浅沼晋太郎、日高里菜 

●12：00～12：40 

ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った？ 
4月からTVアニメ放送開始の『ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った？』から、ネトゲ部の面々＋αの

声優陣が、残念で楽しい日常≒ネトゲライフを裏話満載でご紹介します。『電撃文庫 秋の祭典2015』

で大好評だったステージ裏チャットもふたたび出現!? どんな話が飛び出すのかご期待ください。 

【出演】 豊永利行、日高里菜、水瀬いのり、M・A・O、大和田仁美、南條愛乃 

●13：00～13：40 

この美術部には問題がある！ 
待望のTVアニメ化が決定した、文化系部活コミック『この美術部には問題がある！』のスペシャルス

テージ。主要キャストが登場するトークコーナーなど、『この美』のTVアニメがますます楽しみになる企

画満載でお届けします。原作コミックは「電撃マオウ」にて好評連載中です。 

【出演】 小澤亜李、小林裕介、上坂すみれ 

●14：00～14：40 

ねじ巻き精霊戦記 天鏡のアルデラミン 
TVアニメ放送開始に向けて絶賛製作中の『天鏡のアルデラミン』から、メインキャストの声優陣がス

テージに登場、息の合ったトークを披露します。放送を待ちわびるファン必見の最新イラストも発表さ

れるかも……!? 

【出演】 岡本信彦、種田梨沙、水瀬いのり、千菅春香 

●15：00～15：40 

ソードアート・オンライン 
劇場版アニメ制作が決定した『ソードアート・オンライン』。その続報を『電撃文庫 春の祭典2016』で解

禁、キリト役・松岡禎丞ほかをゲストに、新情報満載でお贈りします。さらに有名IT企業との新規コラボ

レーションについての詳細も発表予定です。 

【出演】 松岡禎丞 ほか 

★ステージ 

 

http://dengekionline.com/gdfes2016/
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●16：00～16：40 

電撃文庫 新作発表ステージ 
「うぇぶらじ＠電撃文庫」のパーソナリティをMCに迎え、電撃文庫の最新メディアミックス情報をお届け

します。さらに、豪華シークレットゲストも登壇予定!? 電撃文庫の最新情報にご注目ください。 

【出演】 うえむらちか、三澤紗千香、三木一馬（アスキー・メディアワークス） 

 

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 

ヘヴィーオブジェクト 
アニメ好評放送中、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』の主演キャスト4名を迎え

た豪華出演陣で、アフレコ収録裏話や作品にまつわるトークコーナーをお届けします。アニメ放送クラ

イマックスに向けて、作品の魅力を語り尽くします。 

【出演】 花江夏樹、石川界人、鈴木絵理、伊藤 静 

●12：00～12：40  

木村良平＆岡本信彦の電撃Girl'sSmile復活公開録音  

feat.プリンス・オブ・ストライド 

乙女を笑顔にするWebラジオ番組「電撃Girl’sSmile」が、この春復活。豪華ゲストを迎えて公開録音を

開催します。TVアニメ放送中『プリンス・オブ・ストライド オルタナティブ』の話題もたっぷりお届けしま

す。 

【出演】 木村良平、岡本信彦、花澤香菜 

●13：00～13：40 

フォルティッシモ 
キュン萌え★トキメキ乙女コミック「シルフ」にて好評連載中、ゲーム化も決定して人気急上昇のビジュ

アルストーリー『フォルティッシモ』のトークステージです。ドラマCD収録の裏話や新情報の発表も!? 

【出演】 小野友樹、逢坂良太 

●14：00～14：40 

デュラララ!!×２ 
絶賛放送中の『デュラララ!!×２ 結』もいよいよ大詰め！ そこで今回は『結』の要となるキャラクターを

演じるキャストを迎えて、「デュララジ!!×２」を公開録音でお届けします。すべての『デュラララ!!』ファン

に贈るステージにご注目ください。 

【出演】 豊永利行、花澤香菜、下野 紘、小野友樹 

●15：00～15：40 

ガーリッシュ ナンバー 
渡 航×QP:flapperのタッグで贈る、注目のオリジナルアニメーション『ガーリッシュ ナンバー』。「アイド

ル声優」を描く本作の主演キャストを、このステージで大発表！ 原作者・渡 航も登壇し、スペシャル

トークを繰り広げます。 

【出演】 渡 航、主演キャスト（ステージにて発表） 

●16：00～16：40 

少女たちは荒野を目指す 
絶賛放送中のTVアニメ『少女たちは荒野を目指す』のステージには、豪華キャストが勢ぞろいします。

クライマックスに向けて盛り上がる本作品の見どころやアフレコの裏話など、盛りだくさんの内容でお

届けします。 

【出演】 山下誠一郎、千菅春香、花澤香菜、明坂聡美、佐藤聡美、豊永利行 

 

※ステージの時間・内容・出演者などは変更になる場合がございます。 
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★電撃文庫CLUB会員限定スペシャルパスの応募受付開始 

電撃文庫CLUB会員限定で、『電撃文庫 春の祭典2016』の電撃文庫作品の全7ステージから、お好きな

ステージを選んでご参加いただける『電撃文庫CLUBパス』を、抽選で10名様にプレゼントいたします。 

応募締切： 2月3日（水）12：00（正午）まで 

●電撃文庫CLUB：  http://dengekibunko.jp/club/ 

※応募に際し電撃文庫CLUBへの会員登録が必要となります。会員登録は無料です。 

 

 

 

イベント会場と秋葉原の各所で総勢12組の作家によるグッズ連動サイン会＆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電撃コミック作家＆イラストレーターのサインを目の前でもらえるチャン

スです。※参加応募締切は2月15日（月）12：00（正午）となります。 

▽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、会場にてサイン会参加権付

きグッズ（対象商品）を購入いただく必要がございます。なお、グッズ連動サイン会は、当選すれば確

実にグッズを入手できる事前応募に加え、イベント当日に、当日参加整理券の配布も実施予定です。 

＜ベルサール秋葉原特別会場＞ 

●10：30～11：45  いみぎむる 『この美術部には問題がある！』 

●12：00～13：15  柊 暁生 『はたらく魔王さま！』 

●13：30～14：45  森 夕  『魔法科高校の優等生』 

●15：00～16：15  つなこ  画集発売記念サイン会 

○対象商品 
・『この美術部には問題がある！』キャンバスパネル 水着Ver.  

電撃コミック祭 いみぎむるサイン会参加権付き ／イベント価格：5,000円（税込） 

・『はたらく魔王さま！』キャンバスパネル 水着Ver.  

電撃コミック祭 柊 暁生サイン会参加権付き ／イベント価格：5,000円（税込） 

・『魔法科高校の優等生』キャンバスパネル 水着Ver.  

電撃コミック祭 森 夕サイン会参加権付き ／イベント価格：5,000円（税込） 

・つなこ特別イラストタペストリー 黒歴史Ver.  

つなこサイン会参加権付き ／イベント価格：3,500円（税込） 

 

▽秋葉原書店連動サイン会 

参加に際し、秋葉原書店連動サイン会当選ハガキのほかに、参加券が必要となります。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、it COMICS、電撃ジャパンコミックスのいずれか1冊を購入。その

際、当選ハガキをご提示いただきますと、サイン会参加券をお渡しいたします。 

＜アニメイト秋葉原店＞ 
●11：00～12：00  石神一威 『ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った？』 

●13：30～14：30  加藤ミチル 『アイドルマスター SideM ドラマチックステージ』 

※参加券の引換は、アニメイト秋葉原店にて行います。 

＜AKIHABARAゲーマーズ本店＞ 

●12：00～13：00  池澤 真・津留崎 優 『Charlotte』 

※参加券の引換は、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）＞ 

●12：00～13：00  仲谷 鳰 『やがて君になる』 

●15：00～16：00  うかみ 『ガヴリールドロップアウト』 

※参加券の引換は、メロンブックス秋葉原1号店にて行います。 

★サイン会 

 

http://dengekibunko.jp/club/
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＜とらのあな秋葉原店Ｃ 4Fイベントフロア＞ 
●11：30～12：30  いわさきまさかず 『あしたの今日子さん』 

※参加券の引換は、とらのあな秋葉原店A 3F（虎角商店）にて行います。 

＜書泉ブックタワー 10F＞ 

●12：30～13：30  クール教信者  『ふるまぷら』 

●15：00～16：00  烏丸 渡  『NOT LIVES -ノットライヴス-』 

※参加券の引換は、書泉ブックタワー 7Fにて行います。 

※サイン会の時間・作家などは変更になる場合がございます。 

 

 
 

イベント会場限定グッズ、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。 

＜新作アイテム販売タイトルの一部＞ 

『この美術部には問題がある！』、『デュラララ!!×２』、『ヘヴィーオブジェクト』、『ネトゲの嫁は女の子じゃ

ないと思った？』、『プリンス・オブ・ストライド』、『アイドリッシュセブン』、『フォルティッシモ』……ほか。 

 

 

人気ゲームの体験コーナーや本イベントだけの特別展示コーナーなど、昨年よりも、さらにパワーアップ

した企画・展示を予定しています。 

 

ほかにも、協賛・協力各社の出展も予定しています。 

イベントの詳細は、公式サイト（http://dengekionline.com/gdfes2016/）にてご確認ください。 

 

 

＜ご参考＞ 

■本イベント参加媒体について 

“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/ 

ゲーマーに贈る電撃のニンテンドーハード専門誌 

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

女の子の大好きなゲーム＆キャラクターがいっぱい❤ 

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

少年向けエンタメ総合誌 

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/ 

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/ 

★物販 

 

★企画・展示 

 

http://dengekionline.com/gdfes2016/
http://dengekionline.com/dps/
http://dengekionline.com/g-style/
http://dn.dengeki.com/
http://cp.dengeki.com/
http://dengekibazooka.tv/
http://dac.dengeki.com/
http://dengekionline.com/
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ハイレゾリューションアニメマガジン 

電撃G’sマガジン 
毎月30日発売 A4ワイド判、http://gs.dengeki.com/magazine/ 

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.jp/ 

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.jp/magazine/ 

すべてのコンテンツファンに贈る最強コミックマガジン!! 
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★4コマ＆ギャグ＾_＾かわいいマガジン 

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/ 

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/ 

“it（それ）”こそが今、読みたいもの。 

COMIC it 
毎月15日頃発売、B6判、http://comic-it.jp/ 

みんな知ってる人気作だけ集めたメディアミックスコミック誌 

電撃G’sコミック 
毎月30日発売、B5変判、http://gs.dengeki.com/magazine/ 

 

 

■アスキー・メディアワークスとは 

アスキー・メディアワークスは、小説、コミック、ゲーム、ホビーなど、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 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 

http://asciimw.jp/ 

http://gs.dengeki.com/magazine/
http://dengekibunko.jp/
http://dengekibunko.jp/magazine/
http://daioh.dengeki.com/
http://maoh.dengeki.com/
http://daiohg.dengeki.com/
http://moeoh.dengeki.com/
http://sylph.dengeki.com/
http://comic-it.jp/
http://gs.dengeki.com/magazine/
http://www.kadokawa.co.jp/
http://asciimw.jp/
http://asciimw.jp/

