NEWS RELEASE

2017年10月26日
株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ

報道関係各位

電撃25周年を記念して《25時間》で贈る特別番組

１0月27日（金）19時～28日（土）20時まで
25時間連続配信！
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、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た特別企画「電撃スぺシ
ャル企画25連発」を4月より実施しております。その特別企画の1つとなる配信番組「電撃25周年記念特番～
あなたの心にDENGEKIを！～」を、2017年10月27日（金）19時から28日（土）20時まで、25時間連続で配信い
たします。
「電撃25周年記念特番～あなたの心にDENGEKIを～」は、アニメ・ゲーム・ノベル・コミック・ホビーなど、
「電撃」コンテンツのすべてが詰まった豪華特別番組です。本番組ではさまざまな企画を配信する予定で、25
時間で25体のガンプラを完成させるチャレンジ企画「ガンプラマラソン」なども同時放送いたします。
「電撃」ブランドが25年分の感謝の気持ちとともに贈る「電撃25周年記念特番～あなたの心にDENGEKI
を！～」。明日10月27日（金）19時からの配信です。ぜひご期待ください。

■「電撃25周年記念特番」概要
【名 称】

電撃25周年記念特番～あなたの心にDENGEKIを！～

【放送日時】2017年10月27日（金）19時 ～ 10月28日（土）20時（予定）
※合計25時間を予定

【配信先】 ニコニコ生放送
YouTube Live、FRESH!、Periscope
※YouTube Live、FRESH!、Periscopeは一部企画のみのサイマル配信となります。

【番組総合MC】10月27日(金)：広橋 涼
10月28日(土)：鹿野優以
【ニコニコ生放送視聴ページ】 http://live.nicovideo.jp/gate/lv307790369
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■番組の内容
《10月27日（金）》
●『ソードアート・オンライン』 『真・女神転生』 『ポポロクロイス物語』の新作アプリ大特集！
【ゲームの電撃生放送 前編】
【放送日時】 10月27日(金) 19：00～
＜『ソードアート・オンライン インテグラル・ファクター』特集！＞
【出演】 竹内智彦（バンダイナムコエンターテインメント）、てけおん（電撃オンライン）、広橋 涼（MC）ほか
【内容】 現在事前登録受付中のiOS/Android向けオンラインRPG『ソードアート・オンライン インテグラル・
ファクター』の魅力に迫ります。ゲームの制作を手がける竹内智彦プロデューサーによるゲーム
の紹介や、実際にプレイしている模様などをお見せする予定です。
＜注目のセガ新作アプリ祭！ 『D×2 真・女神転生リベレーション』＆『ポポロクロイス物語 ～ナルシア
の涙と妖精の笛』を徹底紹介＞
【出演】 山元哲治（epics 開発プロデューサー/原案/構成）、長島巨樹（セガゲームス 運営ディレクター）、
おしょう（電撃PlayStation副編集長）、レトロ吉田（電撃PlayStation）、広橋 涼（MC）
【内容】 セガゲームスが放つ注目の新作アプリ2作品を徹底紹介。アトラス原作×セガ開発の『真・女神転
生』完全新作タイトル『D×2 真・女神転生リベレーション』と、シリーズ最新作『ポポロクロイス物
語 ～ナルシアの涙と妖精の笛』の魅力や最新情報をお届けします。

●ＴＶアニメ『天使の３Ｐ！』ニコ生♪活動日誌 出張版
【放送日時】 10月27日(金) 21：00頃～
【出演】 大野柚布子、遠藤ゆりか、古賀 葵、井上雄貴
【内容】 『天使の３Ｐ！ニコ生♪活動日誌』の最新配信回は、スタジオを飛び出しての出張版。潤役の大
野柚布子さん、希美役の遠藤ゆりかさん、そら役の古賀葵さんに加え、響役の井上雄貴さんも登
壇。ＴＶアニメを振り返りつつの想い出トークや、スペシャルコーナーでお送りします。12月に迫っ
たファンイベントなどの最新情報や、バンド練習の活動報告も!?

●愛でたいD25!! ガルスタゲーム天国～2017秋～
【放送日時】 10月27日(金) 22：00頃～
【出演】 大河元気、鈴木裕斗、立花慎之介、Claw Knights（天野七瑠、森嶋秀太、五十嵐巧巳、岩永賢之
丞）、モザチュン（齊藤智也、根塚 良、山本智哉）
【内容】 いちばん好きがいちばん載ってる！ 乙女ゲーム総合誌「電撃Girl'sStyle」、Webサイト「電撃ガル
スタオンライン」による女性にオススメしたいアプリゲームなどの情報をお届けする番組です。ブ
ロッコリータイトルの最新情報や『パレットパレード』、『ボーイフレンド（仮）きらめき☆ノート』、
AGF2017に出展するアスキー・メディアワークスブース紹介などをお届けします。

《10月28日（土）》
●『SAO フェイタル・バレット』＆『とあるバーチャロン』新情報SP Sony Bank WALLETでお得に買い物
【ゲームの電撃生放送 後編】
【放送日時】 10月28日(土) 00：00頃～
＜ 『ソードアート・オンライン フェイタル・バレット』パート＞
【出演】 デスガン・フジタ（プロデューサー／バンダイナムコエンターテインメント）、
てけおん（電撃オンライン）、西岡美道（電撃PlayStation編集長）、広橋 涼（MC）
＜『とある魔術の電脳戦機』パート＞
【出演】 鈴木 誠（ディレクター／セガゲームス）、おしょう（電撃PlayStation副編集長）、kbj（電撃オンライ
ン）、西岡美道（電撃PlayStation編集長）、広橋 涼（MC）
【内容】 「ゲームの電撃生放送 後編」では、『ソードアート・オンライン フェイタル・バレット』と『とある魔術
の電脳戦機（バーチャロン）』をお届けします。両タイトルともに、初公開となる情報や実機プレイ
などを交え、ゲームの魅力を発信していきます。さらに、PSユーザーなら絶対お得な「Sony Bank
WALLET」の活用術もお伝えします。
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●出張版ブレ×ブレ生放送のようなものwave4.5 -魔界ショップチャンネルのようなもの【放送日時】10月28日(土) 2：00頃～
【出演】 末柄里恵(バールのようなもの役)、神谷友輔（株式会社グリモア代表取締役社長、魔剣機関局長、
およびハイパードラゴニックエグゼクティブプロデューサー）
【内容】 大人気スマートフォン向けRPG『ブレイブソード×ブレイズソウル』が電撃25周年番組に乱入!? 本
ゲームで「バールのようなもの」役を演じる末柄里恵さんとプロデューサーの神谷友輔さんが、
ファンなら絶対にほしい本番組限定の商品を紹介します。

●「とある」プロジェクト始動＆禁書３期決定記念
鎌池和馬＆編集部セレクト「とある」シリーズ25話一挙配信
【放送日時】 10月28日(土) 2：30頃～
【内容】 「とある」プロジェクト始動＆『とある魔術の禁書目録』TVアニメ第３期制作決定を記念して、TVア
ニメ『とある魔術の禁書目録』 『とある魔術の禁書目録Ⅱ』 『とある科学の超電磁砲』 『とある科
学の超電磁砲Ｓ』の中から、原作者・鎌池和馬＆編集部セレクトで25本一挙配信します。

●電撃25周年 スペシャルグッズ紹介！
【放送日時】 10月28日(土) 13：30頃～
【出演】 鹿野優以、関根龍二（電撃グッズ担当）
【内容】 電撃25周年を記念して発売されるスペシャルグッズを紹介。『Angel Beats!』天使ちゃんカレンダー
や『ラブライブ！サンシャイン!!』Birthday Figure Projectの最新情報など、様々なアイテムをご紹介
します。さらに、2018年1月8日（月・祝）に開催の「DENGEKI MUSIC LIVE!! 2018」と併設の物販イ
ベント「電撃25周年記念 電撃屋冬まつり in 幕張」で販売されるグッズ情報や、本番組で初発表
となるスペシャルグッズ情報もお届けします。

●ウルトラ怪獣擬人化計画 ギャラクシー☆デイズ＆怪獣娘 コラボ生放送
【放送日時】 10月28日(土) 14：30頃～
【出演】 芦名みのる監督、ガッツ星人、松田利冴
【内容】 ウルトラ怪獣たちをみんな美少女化してしまおうというメディアミックスプロジェクト『ウルトラ怪獣
擬人化計画』が電撃25周年を記念して、スペシャル生放送をお届けします。今回は、コミック『ウ
ルトラ怪獣擬人化計画 ギャラクシー☆デイズ』と、アニメ『怪獣娘～ウルトラ怪獣擬人化計画～』
のコラボで、それぞれの最新情報をお届け。『怪獣娘（第2期）』の情報や、擬人化してほしい怪獣
娘投票企画などもりだくさんです。

●電撃ゲーム生放送！神無月
『結城友奈は勇者である 花結いのきらめき』 『天華百剣』 『城姫クエスト 極』
【放送日時】 10月28日(土) 16：00頃～
【出演】 花守ゆみり、山本希望、二ッ森（ディレクター）、大野柚布子、高橋李依、千菅春香、加隈亜衣、
沼倉愛美、ナルル（電撃大王編集部）、松澤千晶（司会）
【内容】 今もっともアツい電撃のスマートフォンゲームを紹介する「電撃ゲーム生放送！」。今回は、アニメ
も好評放送中の『結城友奈は勇者である 花結いのきらめき』と、すでにスマートフォンゲームが
300万ダウンロードを突破した『天華百剣』、配信3周年を迎えた電撃25周年記念タイトル『城姫ク
エスト 極』の3作品を紹介します。

●うぇぶらじ＠電撃文庫 ～出張版だよ！ 全員集合!!～
【放送日時】 10月28日(土) 18：00頃～
【出演】 うえむらちか、三澤紗千香、大野柚布子、鹿野優以、和田 敦（電撃文庫編集者）、
近藤朋久（電撃文庫編集者）
【内容】 電撃文庫の公式Webラジオ『うぇぶらじ＠電撃文庫』が特番に参戦します。ゲストに声優の大野柚
布子さん、鹿野優以さんをお迎えして、スペシャル＆ファンタスティックな『うぇぶらじ』をお届け。電
撃25周年記念特番のフィナーレを飾ります。
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■その他の企画
●25時間でHG25体を完成させるぞ！ ガンプラマラソンプロジェクト
ガンプラ製作の25時間マラソンを同時放送!!
【放送日時】 10月27日(金) 19：00～
【出演】 サクライ総統、小荒井孝典（電撃ホビーウェブ編集長）、電撃ホビーウェブ担当ライター ほか
【内容】 定番の「HGUC 1/144 RX-78-2 ガンダム」から「HG 1/144 局地型ガンダム(北米戦仕様)」などの
最新商品まで、HG25体を25時間で作り上げます。チャレンジするのは、おなじみプロモデラー・サ
クライ総統とライター２名。本当に間に合うのかどうか、予測不可能なガチ企画です。
【専用視聴ページ】 http://live.nicovideo.jp/gate/lv307790408

●電撃！ 飯テロチャレンジ!!
見逃せない！ 神出鬼没のお料理番組!!
【出演】 うえむらちか、三澤紗千香、sumisumi（料理研究家）
【内容】 電撃の人気作品の作中に登場した料理を料理研究家のsumisumiさんが完全再現！
25時間放送内の4番組で強制飯テロを発動します。
【メニュー＆スケジュール】
『とある偶像の一方通行さま』より 炊飯器で作る煮込みハンバーグ
＜『SAO フェイタル・バレット』＆『とあるバーチャロン』新情報SP Sony Bank WALLETでお得に買い物
【ゲームの電撃生放送 後編】＞番組内にて
『君が死なない日のごはん』より 豚のしょうが焼きカレー
［10/28（土）13：00頃］
『新米姉妹のふたりごはん』より 卵まるごとプリン
＜電撃ゲーム生放送！神無月『結城友奈は勇者である 花結いのきらめき』『天華百剣』『城姫クエスト
極』＞番組内にて
『キノの旅 the Beautiful World』より 鶏肉のキノ焼き
＜うぇぶらじ＠電撃文庫 ～出張版だよ！ 全員集合!!～＞番組内にて
※各番組の出演者は変更になる場合がございます。
※放送時間は当日の状況によって前後する場合がございます。

＜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、「電撃」ブランドは2017年で創立から25周年を迎えました。これ
を記念したさまざまな特別企画を、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・メディアワークス事業局 広報
TEL：03-5216-8123
FAX：03-5216-8124
E-mail：amw-pr@ml.kadokawa.jp
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