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NEWS RELEASE                                         2017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2017』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2017』、電撃のコミックファンに贈

るイベント『電撃コミック祭2017』を、2017年3月12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（金）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/gdfes2017/）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13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。最新ゲームタイトルの試遊、豪華出演者によるステージや

人気コミック作家によるサイン会のほか、イベント限定グッズやオリジナルグッズの販売など、さまざまな特

別企画を実施予定です。2016年3月に開催した当イベントでは、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、7万5千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8

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。タイムシフト視聴を除く。 

イベントの詳細につきましては、イベント公式サイトを中心に、電撃ブランドの雑誌やアスキー・メディア

ワークスのウェブ・モバイルサイトなどで、順次お知らせしてまいります。 

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2017＆電撃文庫 春の

祭典2017＆電撃コミック祭2017』にぜひご注目ください。 

3月12日（日）開催 

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日正午より開始！ 

http://dengekionline.com/gdfes2016/
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■『ゲームの電撃 感謝祭2017＆電撃文庫 春の祭典2017＆ 

電撃コミック祭2017』イベント概要 

【名   称】 ゲームの電撃 感謝祭2017＆電撃文庫 春の祭典2017＆電撃コミック祭2017 

【開催日時】 2017年3月12日（日） 10：00～18：00（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/gdfes2017/ 

 

■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13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 

『魔法科高校の劣等生』 
劇場アニメーション公開間近だからこそ語ることができる最新ストーリー情報や、アニメでは初登場となる

大人気キャラクターの紹介、そして春の祭典でしか観ることのできない最新映像など、ホットでレアな情報

が満載のステージです。 

【出演】 花澤香菜、井上麻里奈、巽悠衣子 

●12：00～12：40 

『天華百剣 -斬-』スペシャルステージ＆ライブ 
「電撃G'sマガジン」にて大好評連載中の“剣と美少女の物語”『天華百剣』は、スマートフォン用ゲーム『天

華百剣 -斬-』として2017年春配信開始予定です。これを記念してスペシャルステージを開催。城和泉正

宗役の大野柚布子さん、七香役の白石晴香さんを迎えてのトークショーでは、ゲームの最新情報を発表。

さらに、主題歌「全部君がいたから知ったんだ」を歌う鈴木このみさんのライブも開催します。 

【出演】 大野柚布子、白石晴香、鈴木このみ、岡村直哉（DeNA） 

●13：00～13：40 

『ゼロから始める魔法の書』 
豪華キャスト陣が大集合でお贈りする、アニメ放送直前スペシャルステージ。4月からの放送が待ちきれな

い皆さまへ、アニメの見どころや、ここだけの新情報なども満載のステージをお届けします。いよいよ始ま

る魔女・ゼロと獣の傭兵の魔導書ファンタジー。その序章となるステージです。 

【出演】 花守ゆみり、小山剛志、大地 葉、加藤将之、子安武人 

●14：00～14：40 

『天使の３ Ｐ
ｽﾘｰﾋﾟｰｽ

！』 
2017年夏にアニメ放送がスタートする『天使の3P！』。メインキャストを迎え、アニメの最新情報だけでなく、

ドラマCDやキャストが実際にバンド活動をする『3P！ユニットプロジェクト』の続報など、盛りだくさんでお届

けします。 

【出演】 大野柚布子、遠藤ゆりか、古賀 葵、井上雄貴、日高里菜 

●15：00～15：40 

『エロマンガ先生』 
2017年4月のアニメ放送を直前に控えた本作品のステージは、ニコ生でおなじみの『アニメ「エロマンガ先

生」最近（もっとも近い）のアニメをみんなで作ります』の春の祭典ステージバージョンです。 

【出演】 藤田 茜、松岡禎丞、大西沙織、木戸衣吹、石川由依 

★ステージ 

 

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

『ソードアート・オンライン』 
全世界1,900万部発行の大人気作品『ソードアート・オンライン』のステージでは、豪華キャスト陣による、

劇場アニメーションの創作秘話や収録中の意外なエピソードをご紹介。とっておきの情報もあるかも？  

そして、『電撃文庫 秋の祭典2016』でも好評を博したシリカ役・日高里菜による名司会にも注目です！ 

【出演】 松岡禎丞、戸松 遥、伊藤かな恵、竹達彩奈、日高里菜 

●17：00～17：40 

新作発表ステージ 
イベント恒例の電撃作品の最新メディアミックス情報をお届けするステージ。今回も人気作品のメディア

ミックス大発表が待っています。もちろんマル秘ゲストも登壇予定。さらに、今年はスペシャルなニュース

も!? イベントのフィナーレを飾る注目のステージで、ぜひ一緒に大発表を楽しみましょう。 

【出演】 三澤紗千香、うえむらちか 

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 

アクセル・ワールド＆ソードアート・オンライン GAME LIVE 
豪華ゲストをお迎えして『アクセル・ワールド』＆『ソードアート・オンライン』のゲームシリーズに関する最新

情報をお届けします。新作アプリゲーム『アクセル・ワールド エンドオブバースト』、まもなく発売となる

ゲーム『アクセル・ワールドVSソードアート・オンライン 千年の黄昏』の新情報も公開します。 

【出演】 松岡禎丞、三澤紗千香、伊藤かな恵、日高里菜、二見P（BNE）、河合P（BNE）、竹内P（BNE） 

●12：00～12：40  

『結城友奈は勇者である』シリーズ 
大人気TVアニメ『結城友奈は勇者である』とその物語につながる『鷲尾須美は勇者である』『乃木若葉は

勇者である』の3つの物語から、結城友奈役・照井春佳さん、鷲尾須美役・三森すずこさん、上里ひなた

役・高野麻里佳さんがステージに登場します。3月18日から劇場上映される『結城友奈は勇者である 鷲尾

須美の章』についての話などが聞けるかも…？ 

【出演】 照井春佳、三森すずこ、高野麻里佳 

●13：00～13：40 

『ガヴリールドロップアウト ～天使と悪魔のシェアハウス～』公開録音 
TVアニメ大好評放送中『ガヴリールドロップアウト』のWEBラジオ『ガヴリールドロップアウト ～天使と悪魔

のシェアハウス～』の公開録音が決定。メインキャストの富田美憂さん、大西沙織さん、大空直美さん、花

澤香菜さんが集結するステージにご期待ください。 

【出演】 富田美憂、大西沙織、大空直美、花澤香菜 

●14：00～14：40 

電撃Girl'sStyleスペシャルステージ feat.オトメイト 
2017年4月で月刊化5周年を迎える乙女ゲーム情報誌「電撃Girl'sStyle」。今回は、同じく2017年4月に設立

10周年を迎える乙女ゲームブランド「オトメイト」を迎えてのスペシャルステージを開催します。『薄桜鬼』シ

リーズなどをはじめとする人気コンテンツからキャストが集合し、乙女のためのトークを繰り広げます。この

ステージだけの新発表もあるかも!? 

【出演】 岸尾だいすけ、木村良平、平川大輔、吉野裕行 

●15：00～15：40 

『スタミュ』 
今春、TVアニメ第2期の放送がスタートするミュージカルアニメ『スタミュ』。今回のステージでは、新キャラ

クターを演じる豪華声優陣が登壇し、どこよりも早くTVアニメ第2期の見どころや、ミュージカルをはじめと

する最新ニュースもご紹介します。 

【出演】 島﨑信長、高梨謙吾、梅原裕一郎、多田俊介（監督） 

※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2017』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20名様にプレゼントいたします。 

応募締切： 2月6日（月）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10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13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、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＞ 

●10：30～12：00  うかみ  『ガヴリールドロップアウト』 

●12：15～13：45  いみぎむる 『この美術部には問題がある！』 

●14：00～15：30  仲谷鳰 『やがて君になる』 

●16：00～17：30  岸田メル 『BLUE REFLECTION 幻に舞う少女の剣』 

○対象商品 
『ガヴリールドロップアウト』キャンバスパネル（約41㎝×32㎝） 電撃コミック祭 うかみサイン会参加権付き 

イベント価格7,000円（税込） 

『この美術部には問題がある！』キャンバスパネル（約41㎝×32㎝） 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7,000円（税込） 

『やがて君になる』キャンバスパネル（約41㎝×32㎝） 電撃コミック祭 仲谷鳰サイン会参加権付き 

イベント価格7,000円（税込） 

『BLUE REFLECTION 幻に舞う少女の剣』グッズセット 電撃コミック祭 岸田メルサイン会参加権付き 

イベント価格7,500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、it COMICS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。 

＜アニメイト秋葉原特設会場（広瀬本社ビル５F）＞ 
●14：30～15：30  柚木N’『魔法科高校の劣等生 夏休み編』 

※参加券の引換は、アニメイト秋葉原にて行います。 

＜AKIHABARAゲーマーズ本店＞ 

●11：30～12：30  柊ゆたか『新米姉妹のふたりごはん』 

※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  葉賀ユイ『サクラ*ナデシコ』 

※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＞ 
●12：30～13：30  犬江しんすけ『少女騎士団×ナイトテイル』 

※参加券の引換は、とらのあな秋葉原店A 2Fにて行います。 

＜有隣堂 ヨドバシAKIBA店＞ 

●12：00～13：00  いわさきまさかず『あしたの今日子さん』 

※参加券の引換は、有隣堂 ヨドバシAKIBA店にて行います。 

＜書泉ブックタワー ９F イベントスペース＞ 

●13：00～14：00  茜田千『さらば、佳き日』 

※参加券の引換は、書泉ブックタワー 7Fにて行います。 

※サイン会の作品、作家等は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 

 
 

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。 

＜販売商品の一部タイトル＞ 

『ガヴリールドロップアウト』『ラブライブ！サンシャイン!!』『スタミュ』『この美術部には問題がある！』『エロマ

ンガ先生』『プリンス・オブ・ストライド』『ソードアート・オンライン』『超次元ゲイム ネプテューヌ』……ほか。 

 

 

 

＜「平川大輔オンリーブック ひらづめ 2ひら目」感謝祭2017限定セット＞を、声優・平川大輔氏本人から手

渡しで受け取れるお渡し会を開催。事前応募を受付中です。 

【対象商品内容】 

「平川大輔オンリーブック ひらづめ 2ひら目」感謝祭2017限定セット 価格：10,000円（税込） 

・平川大輔オンリーブック ひらづめ 2ひら目（ブックレット＋DVD）（※） 

・平川大輔のいっそ試せばイイじゃない！ トレーディングアクリルフィギュア（全3種コンプリートセット）（※） 

・平川大輔のいっそ試せばイイじゃない！ 缶バッジセット（3個セット）（※） 

・本セット限定缶バッジ（1個） 

・本セット限定ブロマイド（5枚） 

・本セット限定トートバッグ 

（※）のついた商品は、本セットでの販売のほか、同イベントにて単品での販売も行う予定です。また、後日、

別途販売する可能性があります。 

【応募について】 

「「平川大輔オンリーブック ひらづめ 2ひら目」 感謝祭2017限定セット お渡し会参加券付」は、このお渡

し会に当選された方のみ購入できます。応募は指定の応募フォームからのみ受付いたします。先着順で

はありません。応募者多数の場合は抽選となります。 

【応募締切】 2017年2月13日(月) 12：00（正午）まで 

 

 

 

話題のゲーム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

企画を予定しているほか、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/gdfes2017/）にてご確認ください。 

 

 

★物販 

 

★お渡し会 

 

★企画・展示 

 

http://dengekionline.com/gdfes2016/
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＜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/ 

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/ 

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変判 

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変判 

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変判 

http://daiohg.dengeki.com/ 

萌えるビジュアルマガジン 

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変判 

http://sylph.dengeki.com/ 

本格派オトナ女子のためのコミック 

COMIC it 
偶数月15日頃発売、B5判 

http://comic-it.jp/ 

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/ 

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/comic/ 

 

■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、テクノロジーなど、エンターテインメントや

PC/IT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/ 
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http://sylph.dengeki.com/
http://comic-it.jp/
http://gs.dengeki.com/magazine/
http://gs.dengeki.com/comic/
http://www.kadokawa.co.jp/
http://asciimw.jp/
http://asciimw.jp/

