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「ニコニコカドカワ祭り 2017」開催中！
いよいよ、年に 1 度の電子書籍大感謝祭がスタート！
書店ではニコカドポイントをプレゼント、10 月 1 日は来店でポイント 5 倍
ニコ生アニメ一挙放送も大好評展開中!!
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、以下ＫＡＤＯＫＡＷＡ）および株式会社ドワ
ンゴ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：荒木隆司、以下ドワンゴ）では、両社の経営統合を記念して2014年10月に初開催
され、今年で4回目を迎えた「ニコニコカドカワ祭り2017」を開催しております。
9月29日(金)より、各電子書籍ストアでは「ニコニコカドカワ祭り2017 年に１度の電子書籍感謝祭！」がスタートいたしました。
また、書店店頭では、「ニコニコカドカワ祭り 2017」の開催期間中にキャンペーン参加書店へご来店のお客様、および、
ＫＡＤＯＫＡＷＡの書籍・雑誌をご購入いただいたお客様を対象に、ためて素敵な賞品がもらえるニコカドポイント ※を差し上げ
ております。
さらに、ニコニコ生放送では、ＫＡＤＯＫＡＷＡアニメ作品を一挙無料放送する特別番組を放送しております。
今後も本キャンペーンサイトにて、期間中に実施する企画を随時公開してまいりますので、「ニコニコカドカワ祭り 2017」に引き
続きご注目ください。
※ニコカドポイントとは：本キャンペーンでのみご利用いただけるポイントです。Web にて付与・ためることができます。

ニコニコカドカワ祭り 2017 概要
【キャンペーン名称】 ニコニコカドカワ祭り 2017
【実施期間】 2017 年 9 月 8 日（金）～2017 年 10 月 31 日（火）
※電子書籍は 2017 年 9 月 29 日(金)～2017 年 11 月 30 日(木)
【実施企画】 書店での特典配布、抽選プレゼント、電子書籍サイトでのキャンペーン、ニコニコ生放送特番など
【サイト URL】 http://kadokawadwango.net

各企画詳細
■お宝もとめて本屋さんへ GO！ＫＡＤＯＫＡＷＡ秋の大感謝フェア

10 月 1 日は来店でもらえるポイントが 5 倍！

【実施内容】
ニコニコカドカワ祭り参加書店へのご来店および、KADOKAWA の書籍・雑誌のご購入でニコカドポイントを差し上げます。また、今年は
おみくじ付きキャンペーンしおり全 20 種をご用意。KADOKAWA の 書籍・雑誌 1 冊ご購入につき、1 枚をランダムで配布いたしており
ます。尚、10 月 1 日は来店でもらえるポイントが 5 倍となります。ぜひ書店へお越しください。

▼ニコカドポイントをためると・・・
1 ポイントで KADOKAWA 特製デジタルインセンティブをもれなくプレゼント
5 ポイントで素敵な賞品※を抽選で各 100 名様にプレセント
※図書カード NEXT 1,000 円分など、4 種類から選んでご応募いただけます。
さらに 10 ポイントで、KADOKAWA の全編集部が特選したレアグッズ※を抽選でプレゼント
※作家サイン入りグッズ
特製デジタルインセンティブ
ほか豪華 90 種以上
『この素晴らしい世界に祝福を!』 スマホで使えるスタンプ画像
©暁なつめ・三嶋くろね

▼ニコカドポイントのため方
・キャンペーン参加書店へ来店、店頭でスマホからキャンペーンサイトに
ログインするだけで 1 ポイント
※「カドカワの日」（10 月 1 日）は、来店でもらえるポイントが 5 倍になります。
・KADOKAWA の書籍・雑誌のご購入でお渡しするキャンペーンしおりの
シリアルコードをサイトで入力して 5 ポイント
【実施期間】
2017 年 9 月 8 日（金）～ 2017 年 10 月 31 日（火）
キャンペーンしおりお渡し期間：2017 年 9 月 8 日（金）～2017 年 10 月 31 日（火）
シリアルコード有効期間

：2017 年 9 月 8 日（金）～2017 年 11 月 30 日（木）

【実施店舗】

レアグッズ
葵 せきな先生サイン入り特製ポスター※画像は書影となります。
香川真司直筆サイン入りムック『MYSELF 香川真司』

全国の書店約 3,000 店舗
※電子書籍およびウェブサイトからの書籍購入はキャンペーン対象外になります。予めご了承ください。

■9月29日から各電子書籍ストアにて、「ニコニコカドカワ祭り2017 年に1度の電子書籍大感謝祭！」いよいよスタート
20 を超える各電子書籍ストアにて、KADOKAWA の人気作品、話題作品を対象にした「ニコニコカドカワ祭り 2017 年に 1 度の電子
書籍大感謝祭！」がいよいよ開始されました。電子書籍ストアごとに、コミック１巻無料や 50％オフなど、順次、対象作品を入れ替えて
いく、さまざまなキャンペーンが実施されています。ストアによって実施内容が異なりますので、詳細は各ストアにてご確認ください。
【キャンペーン名称】 ニコニコカドカワ祭り 2017 年に 1 度の電子書籍大感謝祭！
【キャンペーン実施期間】 2017 年 9 月 29 日（金）～ 11 月 30 日（木）
※キャンペーン開催期間、フェア対象の商品ラインナップなどは電子書籍ストアによって異なります。詳しくは各ストアにてご確認ください。
【キャンペーン実施ストア】
【BOOK☆WALKER】 https://bookwalker.jp
【iBOOKS】 https://itunes.apple.com/jp/app/ibooks/id364709193?mt=8
【アニメイトブックストア】 http://www.animatebookstore.com/
【amazon kindle ストア】 http://www.amazon.co.jp/b?node=2275256051
【eBookJapan】 https://www.ebookjapan.jp/
【紀伊國屋書店 Kinoppy】 https://www.kinokuniya.co.jp/
【Google Play ブックス】 https://play.google.com/store/books?hl=ja
【コミックシーモア】 https://www.cmoa.jp/
【DMM 電子書籍】 http://book.dmm.com/
【d ブック】 http://book.dmkt-sp.jp/
【Digital e-hon】 http://www.de-hon.ne.jp/digital/
【ニコニコ静画】 http://seiga.nicovideo.jp/book/
【ブックパス】 https://www.bookpass.auone.jp/
【BookLive!】 https://booklive.jp/
【honto】 http://honto.jp/ebook/
【mibon】 https://mibon.jp/
【Yahoo!ブックストア】 https://bookstore.yahoo.co.jp/
【ヨドバシ・ドット・コム電子書籍ストア】 http://www.yodobashi.com/category/151007/
【LINE マンガ】 https://manga.line.me/store/
【楽天 Kobo 電子書籍ストア】 http://books.rakuten.co.jp/e-book/
【Reader Store】 http://ebookstore.sony.jp/

◆ニコニコカドカワ祭り2017 年に1度の電子書籍大感謝祭！開催記念
「読書の味方！アンケートプレゼント」開催中！
電子書籍を読むのに便利な「タブレットPC」や、好きな電子書籍を買う事ができる電子書籍ストアのギフトカード3,000円分など、抽選
でどどーんと計112名様にプレゼント。今すぐアンケートに答えてキャンペーンにご参加ください。
http://ebook.kadokawa.co.jp/campaign/

■ニコニコ生放送でアニメ作品一挙放送
【実施内容】
「ニコニコカドカワ祭り 2017」開催期間中、ニコニコ生放送にて、アニメ作品の一挙放送を実施いたします。
【第二弾番組タイトル】
【ぜんぶ体操服】アニメ運動回 10 作品 13 話一挙放送 powered by ニコニコカドカワ祭り 2017
【放送予定日時】
10 月 9 日（月・祝）13:00～
※体育の日特別企画、アニメ 10 作品 13 話の運動回だけの一挙放送を行います。
【視聴ページ URL】
http://live.nicovideo.jp/watch/lv305855848
※以降、順次発表いたします。

以上

【本件に関する媒体関係からのお問合せ先】
株式会社 KADOKAWA

広報課 E-mail：pr-dept@kadokawa.jp

株式会社ドワンゴ

広報部 E-mail：niconico-pr@dwango.co.jp

