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2013年3月18日
株式会社アスキー・メディアワークス

作品と読者を結ぶ 電撃文庫 新体感型イベント!!

enjoy! & feel!

開催のお知らせ
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：塚田 正晃、以下アス
キー・メディアワークス）と株式会社ムービック（本社：東京都板橋区、代表：太布 尚弘、以下ムービック）は、
電撃文庫創刊20周年を記念して、電撃文庫ファンに贈るイベント『大電撃文庫展』を4月27日（土）～5月6日
（月/祝）の10日間、池袋サンシャインシティ ワールドインポートマート4階 展示ホールAにて開催いたしま
す。
『大電撃文庫展』では、電撃文庫の人気作品の作家が選出した名場面をコメントとともに展示するほか、
イラストレーターが特別に描き下ろした名シーンも多数展示いたします。また、『大電撃文庫展』でしか手に
入らない記念商品の販売も行います。
電撃文庫の作品の世界を、イラストだけでなくさまざまな角度から紹介する電撃文庫ファン必見の新体
感型イベント『大電撃文庫展』にご注目ください。

■開催概要
■イベント名： 電撃文庫創刊20周年記念『大電撃文庫展』
■会 期：

2013年4月27日（土）～5月6日（月/祝）[10日間］

■時 間：

10：00～17：00（16：30最終入場）

■会 場：

池袋サンシャインシティ ワールドインポートマート4階 展示ホールA
（〒170-8630東京都豊島区東池袋三丁目1番3号）

■料 金：

◇前売券：1,000円（税込）
◇限定グッズ付前売券（全3種）：各3,000円（税込）
◇当日券：1,300円（税込）

■公式ホームページ： http://dengekibunko.dengeki.com/20th/bunkoten
■公式Twitterアカウント： @dengekibunkoten
■主 催：

アスキー・メディアワークス、ムービック

■協 力：

朝日新聞社、文化放送、ラジオ大阪

■お問い合わせ先： 大電撃文庫展事務局
TEL： 03-5917-2860 受付時間： 平日10：00～17：00
（土日祝日は除く。但しイベント会期中は受付いたします）

■チケット情報
●前売券
■発売期間 2013年3月17日（日）～4月26日（金）
※アニメイトオンラインショップ、ゲーマーズオンラインショップ、電撃屋は4月24日(水)までの
発売となります。
■料 金
◇前売券： 1,000円（税込）
◇限定グッズ付前売券（全3種）： 各3,000円（税込）
「特製サイン入りタペストリー」付
A： 『ソードアート・オンライン』 著／川原 礫 イラスト／abec
B： 『俺の妹がこんなに可愛いわけがない』 著／伏見つかさ イラスト／かんざきひろ
C： 『ロウきゅーぶ！』 著／蒼山サグ イラスト／てぃんくる

※上 記 画 像 はタペストリーの絵 柄 の一 部 となります。

■発売場所
◇アニメイト
池袋本店・渋谷店・秋葉原店・新宿店・大宮店・横浜店・町田店・立川店・津田沼店・吉祥寺店・八王
子店・千葉店・川崎店・蒲田店
◇アニメイトオンラインショップ
WEB（PC・携帯）： http://www.animate-onlineshop.jp/
◇声優アニメイト
WEB（PC・携帯）： http://www.animatemobile.net/hm/
◇ゲーマーズ
大宮店・AKIHABARAゲーマーズ本店・新宿店・池袋店・町田店・立川店・津田沼店・横浜店
◇ゲーマーズオンラインショップ
WEB（PC・携帯）： http://www.gamers-onlineshop.jp/
◇ACOS池袋本店
◇ローソンチケット（Lコード：34555）
ローソン店頭Loppi
WEB（PC・携帯）： http://l-tike.com/
電話受付[自動音声予約] ： 0570-084-003 ※自動音声予約にはLコードが必要です。
電話受付[オペレーター予約] ： 0570-000-777（受付時間10：00～20：00）
◇イープラス
WEB（PC・携帯）： http://eplus.jp/
FamilyMart店頭Famiポート
◇チケットぴあ（Pコード：988-197）
チケットぴあ店頭、セブン-イレブン店頭、サークルK店頭、サンクス店頭
WEB（PC・携帯）： http://pia.jp/t/
電話受付： 0570-02-9999（自動音声案内 Pコード：988-197）
◇ちけっとぽーと
渋谷店・池袋店・銀座店・東京店・新宿店・吉祥寺店・横浜店・大宮店

◇楽天チケット
WEB（PC・携帯）： http://ticket.rakuten.co.jp/
◇CNプレイガイド
WEB（PC・携帯）： http://www.cnplayguide.com/
電話受付： 0570-08-9999（10:00～18:00 オペレーター対応・年中無休）
◇セブンチケット（セブンコード：022-291）
全国のセブン-イレブン店内 マルチコピー機にてご購入頂けます。
◇電撃屋
WEB（PC・携帯）： http://dengekiya.com/

●当日券
■発売期間 2013年4月27日（土）～5月6日（月/祝）
■料 金

◇当日券： 1,300円（税込）

■発売場所 ◇会場にて販売
＜入場券についての注意事項＞
・小学生未満無料
・前売券は販売先ごとに販売枚数の上限があり、上限に達した場合は販売終了となります。
・本券は換金できません。また、本券の盗難・紛失の場合でも再発行いたしませんのでご注意ください。
・本券切り離し後は無効となります。
・購入されたチケットの変更、交換はお受けできません。
・当日券はご購入日のみ入場できます。
・前売券の販売枚数が上限に達した場合、当日券の販売はございません。
・限定グッズ付前売券は前売のみの販売です。当日券での販売はございませんので、予めご了承ください。
・限定グッズ付前売券は数量限定となります。
・グッズ「特製サイン入りタペストリー」は、入場時のお渡しとなります。

■イベント内容
『観る。読む。』
会場でしか観られない、人気作家によるコメントや豪華イラストレーターによる描き下ろしイラストを展示
します。
■展示

◇電撃文庫作家選出！『名シーンコレクション』
これは絶対はずせない！ 人気作品の作家が名場面をコメントとともに選出し、イラストレーターが特
別に描き下ろした名シーンも多数展示します。
展示作品：
『ソードアート・オンライン』『はたらく魔王さま！』『ロウきゅーぶ！』『とある魔術の禁書目録』
『魔法科高校の劣等生』『アクセル・ワールド』『俺の妹がこんなに可愛いわけがない』
『ゴールデンタイム』『ストライク・ザ・ブラッド』『アリソン』シリーズ『灼眼のシャナ』
『さくら荘のペットな彼女』『デュラララ!!』 and more…
◇電撃文庫創刊20周年記念〈コスプレ編〉
意外？ お似合い!? 電撃文庫キャラのあ～んなコスプレ姿を大公開！ 恥じらいながらもノリノリな、そ
んな皆のコスプレ姿にご注目！ いつもの衣装には無い新たな魅力を発見しよう！
◇電撃文庫創刊20周年記念〈旅行：水着編〉
夏といえば海。海といえば水着！ 電撃文庫キャラたちが旅行で水着に着替えたら……。ちょっぴりＨ
な描き下ろし水着イラストとともに、様々なシチュエーションを大公開！ その舞台裏ではどんな会話
が繰り広げられていたのか、想像してみて下さい。

展示作品：
『ロウきゅーぶ！』『インテリビレッジの座敷童』『簡単なモニターです』『撲殺天使ドクロちゃん』
『なれる！SE』『花×華』『しにがみのバラッド。』『アイドライジング！』
『彼女はつっこまれるのが好き！』『アリス・リローデッド』 and more…

『参加する。』
電撃文庫作家＆イラストレーターによるサイン会やスタンプラリー、カフェなど、会場に来て楽しめる企画
を多数実施します。
■スペシャルサイン会
電撃文庫の人気作家・イラストレーターによるサイン会を開催いたします。
サイン会参加特典も用意！ ドシドシご応募ください！！
◇スケジュール
・開催時間 ： （1）12時～（100名）／（2）15時～（100名）
・4月28日（日）
『俺の妹がこんなに可愛いわけがない』 伏見つかさ（作家）・かんざきひろ（イラストレーター）
・4月29日（月/祝）
『ゴールデンタイム』

竹宮ゆゆこ（作家）・駒都えーじ（イラストレーター）

・5月3日（金/祝）
『ロウきゅーぶ！』

蒼山サグ（作家）・てぃんくる（イラストレーター）

・5月5日（日）
『はたらく魔王さま！』

和ヶ原聡司（作家）・029（イラストレーター）

・5月6日（月/祝）
『ソードアート・オンライン』

川原 礫（作家）・abec（イラストレーター）

※参加作家・イラストレーターは予告なく変更となる場合がございます。
※サイン用の台紙は当日配布致します。
※色紙には作家のサイン、お名前（本名／カタカナ）のみを記入させていただきます。
※詳細は公式HPにて追って発表いたします。
◇サイン会参加方法
（1）必要事項をご記入の上、イベント公式ホームページのサイン会応募ページよりご応募ください。
（2）当選者の方には当選ハガキの発送を致します。
（3）サイン会当日、当選ハガキをご持参頂き、指定時間にサイン会会場までお越しください。
※当選の発表は発送をもって代えさせて頂きます。
※ご参加には当選ハガキの他に、「大電撃文庫展」の入場券（有料）が必要となります。
※当選ハガキは当選されたご本人様のみ有効となります。
※第三者への譲渡、オークションでの転売は固く禁止致します。
※サイン会中の録音、録画、撮影などの記録行為は一切禁止とさせて頂きます。
※上記が守れない場合、イベントへの参加をお断りする場合がございます。

■電撃文庫Cafe
電撃文庫の作品やキャラクターをイメージしたドリンク・フードを販売いたします。オリジナルコースターや
ランチョンシートもついてきます。

『GETする。』
電撃文庫作品のグッズを一堂に集めたスペシャルショップを期間限定でオープン。大電撃文庫展でしか
手に入らないグッズや複製原画の販売も行います。
■大電撃屋～電撃文庫創刊20周年記念スペシャルショップ～
電撃文庫作品のグッズを一堂に集めたスペシャルショップを期間限定でオープン！ ここでしか手に入ら
ないグッズや複製原画の販売もいたします。

◇イベント記念商品
複製原画、クリアファイル、タペストリー、ストラップ、アクリルキーホルダー、マグカップ、Tシャツなど多
数ご用意いたします。
※原則として商品購入後の返品、返金、交換は受付できません。ご購入の際には十分にご注意ください。

■連動企画
■スタンプラリー
池袋の各所に人気キャラクターのスタンプを設置し、すべてのスタンプを集められた方に、「特製記
念カード」スタンプラリー限定バージョンをプレゼントいたします。
◇実施期間：4月13日（土）～5月6日（月・祝）
◇スタンプ設置場所
池袋サンシャインシティ 展示ホールA・・・・・勇者エミリア 『はたらく魔王さま！』
アニメイト池袋本店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平和島静雄 『デュラララ!!』
ACOS池袋本店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・アスナ
『ソードアート・オンライン』
ゲーマーズ池袋店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・高坂桐乃
『俺の妹がこんなに可愛いわけがない』
◇参加方法
（1）アニメイト池袋本店もしくはゲーマーズ池袋店にて電撃文庫を1冊以上ご購入された方（1会計に
つき1枚）、または「大電撃文庫展」にご来場された方（お1人様につき1枚）に専用のスタンプシー
トを配布致します。
（2）上記4か所、全てのスタンプを押印してください。
（3）全種類のスタンプを押したスタンプシートを持って『大電撃文庫展』スタンプラリー景品交換所に
行くと「特製記念カード」スタンプラリー限定バージョンをプレゼントいたします。
※スタンプラリーシートは景品交換時に確認済のスタンプを押させて頂いた後、お返し致します。
※ACOS池袋本店ではスタンプラリーシートの配布は行っておりません。
※池袋サンシャインシティ 展示ホールAは『大電撃文庫展』開催中のみスタンプを設置いたします。
※スタンプラリーシート、及び「特製記念カード」スタンプラリー限定バージョンは、なくなり次第終了となり
ます。
※詳細は公式HPにて追って発表致します。

『大電撃文庫展』の詳細情報は、公式ホームページで順次発表してまいります。
■その他
■ご来場について
・近隣のご迷惑になりますので、徹夜・早朝のご来場はご遠慮ください。
・雨天の場合でも屋外に並んでいただく場合もございますので、予め雨具をご用意ください。
・ペットを連れてのご入場はできません(盲導犬・介助犬は除く) 。
・模造刀剣類などの持ち込みはご遠慮ください。
・既製グッズや特殊な衣装など、ご自身でお持ち込みになった物品に関するトラブル等についての責任は負
いかねます。ご了承ください。

■イベントに関して
・イベント日時・内容などは諸般の事情により予告なく変更・延期・中止となる場合もございます。
・会場が混雑した場合、お客様の安全確保の為、入場規制を行う場合がございます。
・大電撃屋・電撃文庫Cafe・サイン会会場は入場券をお持ちの方のみご利用可能です。
・会場に更衣室・クローク等のご用意はございません。
・会場内にて写真、ビデオの撮影を行っております。撮影した写真、画像は今後のイベントの宣伝物などに使
用させて頂く可能性がございますので、予めご了承ください。
・以下の場合にはお早目にお近くのスタッフまでお申し出ください。
（1）気分が悪くなったり、怪我をしてしまった場合
（2）落とし物を拾った場合、または落とし物をしてしまった場合
（3）迷子になったり、迷子を見つけた場合（会場内でのお呼び出しはできません）

・危険ですので会場内外は走らないでください。
・通路などの共有スペースでの座り込みなど、他のお客様のご迷惑になるような行為はご遠慮ください。
・会場内は禁煙です。
・再入場は当日に限り有効です。

＜ご参考＞
■「電撃文庫」とは
1993年6月創刊、2013年で創刊20周年を迎える文庫レーベルです。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ー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）』（シリーズ累計1,400万部）、『灼眼のシャナ』（同860万部）、『キノの旅』
（同770万部）、『俺の妹がこんなに可愛いわけがない』（同455万部）、『デュラララ!!』（同450万部）、『アクセ
ル・ワールド』（同330万部）、『ソードアート・オンライン』（同700万部）、『さくら荘のペットな彼女』（同157万
部）など数多くの人気シリーズを生み出してきました。現在活躍中の人気作家の多くは、創刊と同年にス
タートした作家・イラストレーターの新人登竜門「電撃大賞」より誕生しています。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
いただいております。毎月10日発売。
●「電撃文庫」公式ホームページ： http://dengekibunko.dengeki.com/
■株式会社アスキー・メディアワークスとは
「電撃」「アスキー」「魔法のiらんど」という3つのブランドを軸として、エンターテインメントを中心としたコン
テンツを発信する、コンテンツ・プロデュース・カンパニー。雑誌・書籍の出版を主軸に、ウェブ・モバイル、
電子書籍・アプリのほか、映像・音楽、グッズ、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。2012年11月、アスキー・メディアワークスは創立20周年を迎えました。
●AMW創立20周年記念企画 公式サイト： http://20th.asciimw.jp/
●公式ホームページURL： http://asciimw.jp/
●公式facebookページ：
https://www.facebook.com/asciimw

(C) 大電撃文庫展 All rights reserved.

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

