
NEWS RELEASE                    

報道関係各位     2011年8月10日 

株式会社アスキー・メディアワークス 

 

株式会社アスキー・メディアワークス（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：髙野 潔 以下アス

キー・メディアワークス）が発行するエンタテインメント・ノベル「電撃文庫」では、毎年「ぶっちぎりフェア」

を実施しています。2011年は『電撃文庫ぶっちぎり! メディアジャック!!フェア』と題し、8月10日（水）より

フェアを開始いたします。 

「電撃文庫」は、1993年6月創刊、2011年で創刊18年を迎えた文庫レーベルです。ファンタジー、SF、ミ

ステリー、ホラー、ラブコメなど、ジャンルを問わないオリジナルなエンタテインメント作品を刊行していま

す。これまで『とある魔術の禁書目録（インデックス）』（26冊/1,230万部）、『灼眼のシャナ』（24冊/800万

部）、『キノの旅』（21冊/700万部）など数多くの人気シリーズを生み出してきました。アニメ、コミック、実

写映画、ゲーム、音楽など、さまざまなメディアミックス展開も行っており、「電撃文庫」は幅広い層の

方々に楽しんでいただいています。 

『電撃文庫ぶっちぎり! メディアジャック!!フェア』では、書店をはじめ、さまざまなイベント、場所、媒体に

て、多くの方々に「電撃文庫」を知っていただくよう、趣向を凝らした企画を行います。特に企画の１つとし

て、モバイルゲーム「電撃文庫モバイルコレクション ～つなげよう！希望の絆!!～」があります。ゲーム

内の日本全国地図を回遊したり、電撃の「希望の種」を育てたりすることで、フェア限定のレア待受がも

らえるゲームとなっています（本企画については、別紙リリース「＜電撃文庫モバイルコレクション ～つ

なげよう！希望の絆!!～＞本日スタート！」をご覧ください）。 

『電撃文庫ぶっちぎり! メディアジャック!!フェア』は10月31日（月）まで実施いたします。本フェアにぜひ

ご注目ください。 

 

■『電撃文庫ぶっちぎり! メディアジャック!!フェア』概要 

 

 

 

エンタテインメント・ノベル「電撃文庫」による2011年夏のフェア 

『電撃文庫ぶっちぎり!メディアジャック!!フェア』 

開始のお知らせ 

●フェア名称： 

電撃文庫ぶっちぎり! メディアジャック!!フェア 

●開催期間： 

2011年8月10日（水）～10月31日（月） 

●フェア内容： 

書店、秋葉原、雑誌の表紙、ウェブ、ラジオ

＆テレビなどで、「電撃文庫」に関するさまざ

まな企画を行う 

●フェア公式サイト： 

http://dengekibunko.dengeki.com/mediajack/↑ フェアロゴ 
モバイルはこちらから → 



■『電撃文庫ぶっちぎり! メディアジャック!!フェア』の主な内容 

  

＜ 書店をジャック!! ＞                      
 

①全国のフェア開催書店で配布！「電撃文庫ストーリートレカ」 

「電撃文庫ストーリートレカ」とは、今回のフェアのために制作されたオリジナルなトレーディングカードで

す。表面には今回のフェア告知ポスターのために描き下ろされたイラストがあしらわれ、裏面にはそのイ

ラスト作品を執筆している電撃作家による、書き下ろしリレーショートストーリーが掲載されています。 

書店で配布されるのは、計9タイトルのトレカになります。 

＜配布方法＞ 

フェア期間中に全国のフェア参加書店にて、ストーリートレカプレゼント帯が巻かれた対象商品を1冊購

入ごとに、もれなく「電撃文庫ストーリートレカ」をプレゼントします。 

※配布方法詳細は、フェア参加書店により異なります。 ※品切れ次第、配布終了となります。 

＜「電撃文庫ストーリートレカ」参加9作家＆タイトル＞ 

①鎌池和馬（『新約 とある魔術の禁書目録』）    

②成田良悟（『デュラララ!!』） 

③竹宮ゆゆこ（『ゴールデンタイム』 

④川上 稔（『境界線上のホライゾン』） 

⑤杉井 光（『神様のメモ帳』） 

⑥鴨志田一（『さくら荘のペットな彼女』） 

⑦川原 礫（『アクセル・ワールド』） 

⑧蒼山サグ（『ロウきゅーぶ！』） 

⑨水瀬葉月（『Ｃ3 -シーキューブ-』） 

 

※フェア開催書店リストは、「電撃文庫メディアジャック!!フェア」公式サイトをご覧ください。 

※さらに、このほかスペシャルカードとしまして、10月2日（日）開催の「電撃文庫 秋の祭典2011」で『俺の妹

がこんなに可愛いわけがない』のカード配布があり、さらに10月10日発売の「電撃文庫MAGAZINE Vol.22」で

は『灼眼のシャナ』『キノの旅』のカードが付録として付いてきます。 

 

  

②サイン入り超特大ポスター9枚組が当たる！1500名様にトリプルチャンスの大プレゼント 

「ぶっちぎりフェア」で毎年恒例となっている、読者プレゼント企画も実施します。 

フェア期間中に発売される電撃文庫・電撃文庫原作の電撃コミックス・電撃文庫MAGAZINE・電撃文庫

関連の単行本に付いている応募券を集めて応募すると、激レアグッズが当たります。 

 

＜特賞＞（5ポイントで応募） 

著者直筆サイン入りぶっちぎりポスター9枚セット…30名様 

【プレゼントポスター作品】 

『新約 とある魔術の禁書目録』『デュラララ!!』『ゴールデンタイム』『境界線上のホライゾン』『神様のメ

モ帳』『さくら荘のペットな彼女』『アクセル・ワールド』『ロウきゅーぶ！』『Ｃ3 -シーキューブ-』 

 

＜ぶっちぎり賞＞（3ポイントで応募） 

電撃文庫特製図書カード…470名様 

 

＜メディアジャック賞＞（2ポイントで応募） 

特製しおり10枚セット…1000名様 

 

※プレゼント応募方法は、フェア期間中に発売される電撃文庫・電撃文庫原作の電撃コミックス・電撃文庫

MAGAZINE・電撃文庫関連の単行本をご覧ください。 

 



＜ 全国をジャック!! ＞ 
 

●ツアーでジャック！電撃文庫全国メディアジャックツアー！ 

例年大好評の電撃作家サイン会を、今年は秋葉原を含む日本全国5都市で開催。さらに、サイン会が開

催される各会場では、サイン会に合わせてプチ電撃文庫イベントも開催します。

「電撃文庫ぶっちぎり! メディアジャック!!フェア ミニ下敷き」の配布をはじめ、イ

ラストや映像展示などのイベントを行います。 

 

＜ 8 月 ＞ 

in 大阪  『ソードアート・オンライン』 川原 礫 ＆ abec サイン会 

日時： 8月20日（土） 

サイン会14：00～16：00 

（展示・配布は10：00～17：00） 

場所： MARUZEN ＆ ジュンク堂書店 梅田店 

http://www.junkudo.co.jp/tenpo/shop-MJumeda.html/ 

in 札幌  『ゴールデンタイム』 竹宮ゆゆこ ＆ 駒都えーじ サイン会 

日時： 8月21日（日） 

サイン会15：00～17：00 

（展示・配布は11：00～17：00） 

場所： 紀伊國屋書店 札幌本店 sapporo55インターガーデン 

http://www.kinokuniya.co.jp/store/Sapporo-Main-Store/ 

＜ 9 月 ＞ 

in 名古屋  『神様のメモ帳』 杉井光 ＆ 岸田メル サイン会 

日時： 9月24日（土） 

サイン会15：00～17：00 

（展示・配布は11：00～17：00） 

場所： 星野書店 近鉄パッセ店 

http://www.rakuten.ne.jp/gold/hoshinobk/ 

in 福岡   『さくら荘のペットな彼女』 鴨志田一 ＆ 溝口ケージ サイン会 

日時： 9月24日（土） 

サイン会15：00～17：00 

（展示・配布は10：00～17：00） 

場所： あおい書店 博多本店 

http://www.aoishoten.co.jp/ 

※サイン会参加方法、注意事項、お問合せ先は、「電撃文庫ぶっちぎり! メディア

ジャック!!フェア」公式サイトをご覧ください。 

 

●モバイルでジャック！ 

電撃文庫モバイルコレクション ～つなげよう！希望の絆!!～ 

フェア特別企画のモバイルゲーム「電撃文庫モバイルコレクション ～つなげよ

う！ 希望の絆!!～」が8月10日（水）よりスタートします。ゲーム内の日本全国

地図を回遊したり、電撃の「希望の種」を育てたりすることで、フェア限定のレア

待受画像がもらえるゲームとなっています。ゲーム登録無料、GPS機能付きの

ガラケー（日本独自仕様の携帯電話）、Androidでプレイ可能です。 

※本企画についての詳細は、別紙リリース「＜電撃文庫モバイルコレクション ～

つなげよう！ 希望の絆!!～＞本日スタート！」をご覧ください。 

 

 



＜ 秋葉原をジャック!! ＞ 
 

10月2日（日）、『電撃文庫 秋の祭典2011』を秋葉原UDX、ベルサール秋葉原の2会場で実施します。 

ステージ、サイン会、物販、展示、シアター上映などを行う予定です。 

【イベント名称】 電撃文庫 秋の祭典2011 

【開催日時】 2011年10月2日（日） 10：00～18：00（予定） 

【開催会場】  

秋葉原UDX （東京都千代田区外神田4-14-1） 

ベルサール秋葉原 （東京都千代田区外神田3-12-8） 

【主 催】 株式会社アスキー・メディアワークス 

★入場無料 

【イベント公式サイト】 http://db2011fes.dengeki.com/ 

 

●メインステージ 

「ロウきゅーぶ！」「神様のメモ帳」「境界線上のホライゾン」「C3 -シーキューブ-」「灼眼のシャナⅢ」の

各スペシャルステージと、新作発表ステージを予定しています。 

●ミニステージ 

「乃木坂春香の秘密」「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」「神様のメモ帳」「ロウきゅーぶ！」の各ミ

ニステージと、「うぇぶらじ＠電撃文庫」公開録音、電撃文庫チャリティーコーナーを予定しています。 

●サイン会 

以下の作家＆イラストレーターの参加が決定しています。 

蒼山サグ×てぃんくる／有沢まみず×QP:flapper／五十嵐雄策×西又葵／入間人間×ブリキ×左／ 

岩田洋季×涼香／鴨志田一×溝口ケージ／川原礫×abec／時雨沢恵一×黒星紅白／ 

杉井光×岸田メル／高橋弥七郎×いとうのいぢ／竹宮ゆゆこ×駒都えーじ／ 

土橋真二郎×植田亮／夏海公司×Ixy／伏見つかさ×かんざきひろ／水瀬葉月×さそりがため 

（※著者50音順） 

 

※『電撃文庫 秋の祭典2011』の詳しい情報は、「電撃文庫 秋の祭典2011」公式サイトをご覧ください。 

 

 

＜ 表紙をジャック!! ＞ 
 

フェア開催期間中、アスキー・メディアワークスから発売される各雑誌の表紙に、電撃文庫の人気キャラ

クターが登場します。 

●表紙ジャック予定雑誌 

電撃PlayStation／電撃マ王／電撃ガールズスタイル／月刊コミック電撃大王／電撃萌王／ 

電撃大王ジェネシス／電撃ホビーマガジン／フィギュアマニアックス乙女組／電撃G'sマガジン／ 

電撃G's Festival COMIC／週刊アスキー／MacPeople／アスキードットPC／mobileASCII／歴史魂／

週刊アスキー秋葉原限定版 

●8月の表紙ジャックと登場作品 

・8/1発売 週刊アスキー8/16・23合併号に『新約 とある魔術の禁書目録』 

※特別付録『とある魔術の禁書目録』スマホスタンド付き 

・8/10発売 電撃ガールズスタイル9月号に『デュラララ!!』 

・8/16発売 週刊アスキー8/30号に『新約 とある魔術の禁書目録』 

・8/27発売 電撃マ王10月号に『ゴールデンタイム』 

※特別付録『ゴールデンタイム』かけかえカバー付き 

 

※9月以降の表紙ジャック予定誌と登場作品については、「電撃文庫ぶっちぎり! メディアジャック!!フェア」公

式サイトをご覧ください。 



＜ その他のジャック!! ＞ 
 

●ラジオ＆テレビをジャック!! 

電撃文庫の情報発信源「うぇぶらじ＠電撃文庫」をはじめ、フェア期間中のさまざまなラジオ番組に電撃

文庫に関連するゲストが出演予定です。 

電撃文庫原作テレビアニメなどで流れる、テレビスポットCMにもご注目ください。 

 

●Webをジャック!! 

電撃文庫ファンの方たちにフェアを盛り上げていただけるよう、期間限定のフェア用バナーを配布いたし

ます。8月10日（水）からは『新約 とある魔術の禁書目録』のインデックスほか全3作品のヒロインが登場

しています。 

 

●その他のジャック!!（主な内容） 

夏～秋開催の電撃関連のイベントで、「電撃文庫ぶっちぎり! メディアジャック!!フェア ミニ下敷き」の配

布を行います。下敷きは計3種類、月ごとにデザインが変わります。 

・8/12～14 コミックマーケット80（東京ビッグサイト） 

・8/27・28 キャラホビ2011（幕張メッセ） 

・9/17・18 東京ゲームショウ2011（幕張メッセ） 

・9/23・24 アニメイトガールズフェスティバル2011（池袋 サンシャインシティ） 

・10/2 電撃文庫 秋の祭典2011（秋葉原UDX 及び ベルサール秋葉原） 

 

 

ほかにも、さまざまな”ジャック”企画を実施予定ですので、ぜひ『電撃文庫ぶっちぎり! メ

ディアジャック!!フェア』公式サイト（http://dengekibunko.dengeki.com/mediajack/）をご覧く

ださい。 

 

以上 

 

 

 
【本件に関する報道関係からのお問い合わせ先】 

株式会社アスキー・メディアワークス  経営企画部 

   TEL：03-5216-8123  FAX：03-5216-8124  E-mail：plan-pr@ml.asciimw.jp 


