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報道関係各位

すべての電撃ファンに25年分の感謝の気持ちをこめて

電撃25周年を記念した企画が続々展開中!!
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、1992年に創設したエンターテインメントのブランド「電撃」が今年25周年を迎えることを記念し、2017
年4月から2018年3月までの1年間を通して、特別企画「電撃スペシャル企画25連発」（略称：D25）を実施して
おります。このたび、電撃25周年を記念した企画の新情報が公開となりましたのでお知らせいたします。

《 7月27日公開の新情報一覧 》
●電撃25周年記念「電撃公式アプリ」配信スタート
●電撃25周年記念 人気作品描き下ろしイラスト 第1弾公開
●電撃25周年アニメ化作品『三ツ星カラーズ』2018年1月より放送開始
●電撃25周年スペシャルフィギュア企画
『ラブライブ！サンシャイン!!』Birthday Figure Project 追加
●「電撃文庫 秋の祭典2017」ステージ・サイン会ラインナップ追加
●電撃25周年企画作品『Angel Beats! -The Last Operation-』連載開始
●ゲーム『城姫クエスト 極』に“会津若松城［祝］”が登場
「電撃」ブランドでは、5年の節目ごとに周年企画を実施し、読者やユーザーの皆さまへ感謝の気持ちを表
してきました。25周年の特別企画「電撃スペシャル企画25連発」では、25周年にちなみ、さまざまなジャンル
の《25の企画》を展開中です。
「電撃スペシャル企画25連発」やその他記念企画の詳細は、公式サイト（http://25th.dengeki.com/）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。25周年の節目を迎える「電撃」と、25周年を記念した企画に引き続きご注目ください。
1

◆電撃25周年記念 各企画の詳細について
D25

電撃25周年記念「電撃公式アプリ」配信開始！

イベント情報や新刊、メディアミックス情報の配信、電撃イベントの「e-チケット」発行など、「電撃」の
“今”が詰まったお得なアプリです。
《電撃公式アプリのポイント》
●その1：「電撃文庫 秋の祭典」ほか、電撃が主催するイベントに関する情
報をお届けいたします。また、ステージ観覧などへの参加が「e-チ
ケット」発行で簡単に行えます。
●その2：「電撃」ブランド作品の新刊や注目企画の情報をいち早くお届けい
たします。
●その3：電子書籍ストアやグッズショップなどのECサイトへ簡単にアクセス
できます。さらに公式アプリ限定のお得な情報もお知らせいたしま
す。そのほか、発売カレンダーやクーポン、SNSゲーム、プレゼン
トなど盛りだくさんのアプリです。

「電撃公式アプリ」アイコン

《電撃公式アプリ概要》
【アプリ名】電撃公式アプリ
【対応機種】スマートフォン（iOS／Android）
【料金】無料（通信費はお客様のご負担となります）
【配信開始日】2017年7月27日（木）

「電撃公式アプリ」QRコード
※アプリの特設サイトへ移動します。

●アプリリリース記念プレゼント
「電撃公式アプリ」のリリースを記念して、「電撃25周年記念描き下ろしイラスト」第1弾・5作品のTwitterア
イコンをプレゼントいたします。

D25

電撃25周年記念 人気作品描き下ろしイラスト 第1弾公開！

本日7月27日（木）より、第1弾となる5作品の描き下ろしイラストを公開いたしました。
＜公開タイトル＞
『あしたの今日子さん』
『ガヴリールドロップアウト』
『城姫クエスト』
『BROTHERS CONFLICT』
『三ツ星カラーズ』
第2弾のイラストは、8月10日（木）公開予定です。

D25

イラスト：いわさきまさかず、うかみ、ウダジョ、おちゃう、カツヲ

電撃25周年アニメ化作品『三ツ星カラーズ』2018年1月より放送開始

大人気作品のアニメ化企画「電撃25周年を彩る、アニメ化作品」のラインナップに『三ツ星カラーズ』
が追加。TVアニメ『三ツ星カラーズ』は2018年1月より放送開始の予定です。
D25

電撃25周年スペシャルフィギュア企画『ラブライブ！サンシャイン!!』追加

さまざまなジャンルで話題を集めるヒロインたちをフィギュア化する「電撃25周年スペシャルフィギュア
企画」に、Aqoursメンバーの誕生日をフィギュアと一緒にお祝いできる“『ラブライブ！サンシャイン!!』
Birthday Figure Project”が追加となりました。詳細は順次お知らせしてまいります。
D25

「電撃文庫 秋の祭典2017」ステージ・サイン会ラインナップ追加

電撃文庫ファンに贈る一大イベント「電撃文庫 秋の祭典2017」のステージとサイン会のラインナップ
を追加いたしました。ステージおよびサイン会の参加応募は8月9日（水）より開始予定です。
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■電撃25周年企画作品『Angel Beats! -The Last Operation-』連載開始
電撃25周年企画作品として、大人気コンテンツ『Angel Beats!』を、新
規書き下ろしシナリオによるコミックでお贈りします。
『Angel Beats!』は、麻枝 准氏の原作・脚本によるオリジナルコンテンツ
で、2010年にTVアニメ化、2015年にはPCゲームも発売された人気コンテ
ンツです。
電撃25周年企画作品『Angel Beats! -The Last Operation-』は、麻枝氏
がシナリオを新たに書き下ろしたオリジナルストーリーとなります。累計
130万部突破の、TVアニメの前日譚を描いたコミックス『Angel Beats!
-Heaven's Door-』（全11巻、電撃コミックス刊）と同じ、麻枝 准×浅見百
合子のコンビが描く新シリーズです。連載開始となる「電撃G’sコミック」10
月号（8月30日（水）発売）では、センターカラーで、第1話と第2話を一挙に
掲載いたします。
●『Angel Beats! -The Last Operation-』概要

『Angel Beats! –The Last Operation-』
キービジュアル

【タイトル】 Angel Beats! -The Last Operation【原作】 麻枝 准（Key） 【作画】 浅見百合子
【キャラクター原案】 Na-Ga（Key）

これまで描かれてこなかった、＜死んだ世界戦線＞のメンバーたちそれぞれの過去、そして彼らが生前
やり残したことなどを新たに描く『Angel Beats!』の新シリーズ。
＜コミック版『Angel Beats!』既刊作品＞
電撃コミックス『Angel Beats! -Heaven's Door-』 全11巻
（原作／麻枝 准（Key）、作画／浅見百合子、キャラクター原案／Na-Ga（Key））
電撃コミックスEX『Angel Beats! The 4コマ 僕らの戦線行進曲♪』 全4巻
（原作／麻枝 准（Key）、作画／こもわた遙華、キャラクター原案／Na-Ga（Key））
電撃コミックスEX『Angel Beats! The 4コマ お空の死んだ世界から』 全2巻
（原作／麻枝 准（Key）、作画／こもわた遙華、キャラクター原案／Na-Ga（Key））
ⓒVisualArt's/Key ⓒVisualArt's/Key/Angel Beats! Project

■ゲーム『城姫クエスト 極』に“会津若松城［祝］”が登場
大人気のお城擬人化ソーシャルゲーム『城姫クエスト 極（きわみ）』に、8月1日（火）からスタートする
新イベント「燦爛艶武の陣（さんらんえんぶのじん）」にて、電撃25周年を記念した新城姫イラスト“会津
若松城[祝]（CV:加隈亜衣）”が登場いたします。“会津若松城[祝]”は新しい特殊なスキルを持っており、
ゲームを有利に進めることができます。

■電撃PlayStation プレミアムイベント開催
電撃PlayStation編集部独自の切り口でお届けする電撃25周年記念特別イベント“電撃PlayStationプ
レミアムイベント 2017 夏”を、2017年8月19日（土）に東京都内にて開催いたします。この夏の注目
ゲームタイトルをお楽しみいただけるほか、ステージイベントや来場者プレゼントもご用意しています。
【出展タイトル】

①『新次元ゲイム ネプテューヌVIIR』（コンパイルハート）、
『限界凸城 キャッスルパンツァーズ』（コンパイルハート）
②『ARK：Survival Evolved』（スパイク・チュンソフト）
③『Destiny 2』（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）
④『New みんなのGOLF』（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）

【応募締切】 2017年7月31日（月）23時59分
●イベント応募ページ： http://dengekionline.com/sp/dps-event/
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■みんなの夢叶えます！企画
いつも応援してくださる読者の皆さまに感謝をこめて、電撃作品にまつわる“夢”を募集しています。
電撃作品に関連する“夢”であれば、内容は自由。＜「●●」の主人公と一緒に戦いたいので、僕のキ
ャラクターを作品に出してほしい＞＜将来漫画家を目指しているので、憧れの◆◆先生と会ってお話し
したい＞など、読者の皆さまの叶えたい夢をお待ちしています。
【応募締切】 2017年8月14日（月）23時59分

◆『電撃スペシャル企画25連発』概要
【名

称】 電撃スペシャル企画25連発（略称：D25）

【開催期間】 2017年4月 ～ 2018年3月
【内

容】 「電撃」の読者やユーザーの皆さまへの
感謝の気持ちを込めて、25周年にちなみ
《25の企画》を実施いたします。

【公式サイト】 http://25th.dengeki.com/
電撃25周年公式サイト トップページ

◆現在公開中のD25企画ラインナップ
＜第1弾＞ 電撃25周年を彩る、アニメ化作品
2018年1月よりTVアニメ放送開始： 『三ツ星カラーズ』
全国ロードショー中： 『劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女』
TVアニメ放送中： 『天使の3P！（スリーピース）』
2017年秋TVアニメ放送決定： 『キノの旅 the Beautiful World』
TVアニメ化決定： 『博多豚骨ラーメンズ』
＜2017年4月～6月放送＞ 『エロマンガ先生』、『ゼロから始める魔法の書』
※ラインナップは随時更新してまいります。

＜第2弾＞ 電撃25周年記念 人気作品描き下ろしイラスト
電撃を代表する人気作品やキャラクター全25タイトルの描き下ろしイラスト※を、5作品ずつ5回にわたって
公開いたします。第1弾イラストは公開中、第2弾イラストは8月10日（木）公開予定です。さらに、描き下ろしイ
ラストを使用した記念グッズなど、さまざまな企画もご用意しております。
※「電撃文庫」タイトルは、電撃文庫のフェアと連動した描き下ろしイラストとなります。

＜第3弾＞ 電撃25周年スペシャルフィギュア企画
さまざまなジャンルで話題を集めるヒロインたちをフィギュア化。このたび、『ラブライブ！サンシャイン!!』
Birthday Figure Projectも、電撃25周年スペシャルフィギュア企画にラインナップされました。
最新情報は、公式サイトでお知らせしてまいります。

＜第4弾＞ みんなの夢 叶えます！企画
いつも応援してくださる読者の皆さまに感謝をこめて、「電撃」作品にまつわる“夢”を大募集いたします。

＜第5弾＞ 電撃文庫 秋の祭典2017
電撃文庫ファンに贈る一大イベントが10月1日（日）に東京・秋葉原で開催決定。豪華声優陣が出演するス
テージや、作家・イラストレーターによるサイン会、限定グッズ・新作グッズを揃えた物販、展示企画のほか電
撃25周年記念企画も実施予定です。

＜第6弾＞ 電撃公式アプリ誕生
電撃の耳寄り情報をどこよりも早くゲットできるアプリです。

＜第7弾＞ 電撃屋スペシャルプレゼント
電撃のオンラインストア「電撃屋」では25周年を記念したプレゼント企画を開始いたしました。ソーシャルロ
グイン開始を記念したキャンペーンを実施中です。
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＜ご参考＞
■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。
また、2017年は「電撃」ブランド創立から25周年を迎えます。これを記念した特別企画「電撃スペシャル企
画25連発」を2017年4月から2018年3月まで展開してまいります。
●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/
●電撃25周年公式サイト： http://25th.dengeki.com/
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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