
約３万人が来場！カルチャースポット秋葉原の恒例地域活性化イベント

第８回『アキバ大好き！祭り２０１５夏』開催
～様々なバーチャルの世界が楽しめる体験イベント「OcuFes2015」も実施～

平成27年8月23日(日)24日(月)

「アキバ地域活性化プロジェクト実行委員会(※)」主催の毎年恒例となった秋葉原の
文化・街を構成する多種多様な店舗・パフォーマー達が一堂に会する、地域活性化イベン
ト『アキバ大好き！祭り2015夏』を、多くの秋葉原来訪者が訪れる“電気街”中心地に位
置するイベントホール「ベルサール秋葉原（3フロア合計約700坪)」にて、平成27 年8 月
23 日（日）、24 日（月）に開催することといたしましたのでお知らせします。

『アキバ大好き！祭り』とは、“「電気・電子部品街」「ものづくり支援の街」として
の秋葉原の再興と「ポップカルチャーの聖地」としてのアキバとの共存共栄をテーマに地
域活性化をおこなう”というコンセプトで企画されたイベントです。
本イベントは秋葉原を構成する多彩なジャンルを集結、「物販・展示ＰＲブース約30社」

「無料体験教室コーナー5社」「エンタメステージ４種※収容人数各500名ほど」で構成し
ており、電子部品、ＰＣ、ゲーム、アニメ、フィギュア、プラモデル、ミリタリー、ロボ
ット、アイドル、カメラ、メイド、万世橋警察、神田消防署、自衛隊などの出展を予定
しています。
地域店舗の方々のみならず、秋葉原を活動拠点にしている団体や個人をも巻き込み、秋葉
原の魅力を最大限引き出せるよう取り組んでいます。

平成27年8月19日

アキバ地域活性化プロジェクト実行委員会
住友不動産ベルサール株式会社

報道各位

住友不動産ベルサール株式会社は、秋葉原の好立地に位置するイベントホール運営企業
として、地域貢献を目的に、本イベントを企画、立ち上げをし、これまで会場提供、運営
企画、出展者募集を担うなど、実行委員会の中心となって参画しております。

＜過去の「アキバ大好き！祭り」の様子＞

なお、今回は特別イベントとして初の試みとなる、バーチャル画像が見れるヘッドマウ
ントディスプレイを使った、リアルな恐竜世界や宇宙空間、360度ストリートビューと
いった様々なコンテンツが楽しめる体験イベント『OcuFes2015夏』も行われます。



アキバ コスプレイヤーズ フェス

１１：００～１８：００

秋葉原にコスプレイヤー５０名以上が大集合！！

※過度な露出やイベントホール施設敷地外の
公道へ出ることは禁止し、徹底管理しております。

【出展ブース】※入場無料

●ソフマップ（ＰＣ・雑貨） ●若松通商（無線） ●タムタム（プラモデル）
●和スタイルカフェ（メイド） ●ｅ☆イヤホン（イヤホン・ヘッドホン）
●サイタス（昇華プリントグッズ） ●日本アンドロイドの会（スマホアプリ）
●アイオン（涼感用品） ●オフィスドリームボール（芸能プロダクション）
●スピンギア（ハイパーヨーヨー） ●秋コレ（同人）
●東京アートセンター（フィギュア） ●ＰＬＵＭ ＬＩＶＥ ＳＨＯＰ（フィギア）
●神田消防署 ●万世警察署 ●自衛隊 ●キッチンカー７台 など

1F／物販・ＰＲ出展ブース 会場

2F／無料体験ブース・特別イベント 会場

１F会場

２F会場

【無料体験ブース】※入場無料

●声優体験 ●半田ごて工作体験 ●プラモデル組立体験

●ロボットゲーム体験 ●電子工作体験

【特別イベント①8月23日(日)】※見学入場無料 コスプレ参加¥1,500(税込) 撮影参加¥2,000(税込)

Ｇ－Ｔｕｎｅ×ＡＭＤ ＯｃｕＦｅｓ ２０１５夏

１２：００～１８：００

ＶＲ（ヴァーチャルリアリティ）を作ることが好きな人達（制作者）
が集まり、自分のＶＲコンテンツを来場者に見せ付ける！！

５００㎡の広大なスペースを３つのゾーンに分けて体験会を実施！！

【特別イベント②8月24日(月)】※入場無料

≪催し内容①≫

＜「ソフマップ」物販＞

＜「メイドさんと
半田ごて工作体験」＞

２３日(日)、２４日(月)両日
１１：００～１８：００開催

２３日(日)、２４日(月)両日
１１：００～１８：００開催



第２回「秋葉原メイドフェス+１」 ※入場無料

B1／ステージイベント会場

B１会場

≪催し内容②≫

秋葉原のメイドさんが大集合！！
秋葉原ならではの個性あふれるカワイイメイドさんたちがステージ上で、思い思いの
パフォーマンスを披露！！
メイドカフェに行ったことのない方も、この機会に是非ご覧ください。

主催：アキバ地域活性化プロジェクト実行委員会

８月２３日（日） １２：００～

【出演】

12:00 - 12:15   秋葉原ぱんでもにうむ。
12:15 - 12:30   なでしこ寿司
12:30 - 12:40   メイド喫茶 橙幻郷
12:40 - 12:50   メイド喫茶 幻燈館
12:50 - 13:05   アイドルメイドcafé & bar amp
13:05 - 13:20   戦国メイドカフェ＆バーもののぷ
13:20 - 13:40   HEART of HEART
13:40 - 13:55   jam akihabara
13:55 - 14:10   メイリッシュ
14:10 - 14:25   休憩
14:25 - 14:55   honey honey
14:55 - 15:25   和styleカフェ
15:25 - 15:45   スペシャル・コラボライブ
15:45 - 16:00   スペシャル+1ライブ
16:00 - 16:35   AKIBAドラッグ＆カフェ
16:35 - 17:05   ぴなふぉあ
17:05 - 17:55   めいどりーみん
17:55 - 18:15   カーテンコール



第２回「ＡＫＩＢＡ ＴＯＫＹＯ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ」 ※入場料 ¥3,500(税込)

B1／ステージイベント会場

B１会場

≪催し内容③≫

８月２４日（月） １３：００～

ここでしか見れない、世界に誇るアキバ系メイド、ハローウィン、和風アイドル、
ホラーゾンビ etc のコスプレファッションショーとコスプレ衣装カラオケバトルを開催

【出演】 MC イジリー岡田、田野辺実鈴、楠山 幸英、バブリーナ

協賛：(株)GARAKU、(株)ティーアイエス、Party time、JOYSOUND 他
主催：AKIBA TOKYO COLLECTION 実行委員会
協力：住友不動産ベルサール(株)、(株)アイドルジャーナル社、(株)繁盛プロジェクト、

(株)サイバーメディアTV、(株)GRK WARAHATA・他

１３：０５～ 第一部 １４：５０～ 第二部

コスプレファッション SHOW アワード
--人気アイドル総勢40名以上！！--

浜田翔子（特別審査員）、浦えりか、永井里奈、
高崎聖子、菜乃花、青山ひかる、川井優沙、染谷有香、
倉持由香、潮田ひかる、塚本舞、内野未来、白河優菜、
平塚由佳、野田彩加、鈴木ふみ奈、鈴木咲、加瀬実月、
今野穂乃花、山田恵里伽（ＳＫＥ48卒業生）、
森のんの、清水あいり、椎名香奈江、湯川舞、片瀬美月、
堀田侑愛、柳いろは、若林倫香（ＳＫＥ48卒業生）、
白川卯奈、八尋、莉那、林美佐、吉田早希
「ミレニアムガールズ」 「わーすた」

【審査員】
東スポ（徳重様） 毎日新聞（小西様）
サンスポ（豊田様） ワンワップ（佐藤様）
日テレイベンツ（照屋様） スポニチ（安田様）
マンボウ北川様 特別審査員（浜田翔子様）

コスプレ衣装カラオケバトル

おにしめ遠藤、二レンジャー川田、ハリウリサ、下館夏希、
橋爪ヨウコ（はしづめようこ）＜コンビ名：こじらせハスキー＞
三浦エミリ、小出あかり、川口英之、ぽ～くちょっぷ、関仁彦、
愛島りお、崎間康司（くちびるケチャップ）、植田真悟、
ピンポン２０１４、川音希、南浩平 a.k.a. сн∀ма、
カーネリアン畑

【審査員】
審査委員長（美樹克彦様）
ビルボードジャパン（平賀哲雄様）
ユーズミュージック（稲葉豊様）
特別審査員（平尾勇気様）

１６：５０～ 表彰式

１７：１３～ 取材



平成２７年８月２３日(日)～２４日(月)
両日１１:００～１８:００開催

ベルサール秋葉原
〒101-0021
東京都千代田区外神田3-12-8
住友不動産秋葉原ビル

アキバ地域活性化プロジェクト実行委員会

千代田区／秋葉原電気街振興会／千代田区観光協会

住友不動産ベルサール株式会社／株式会社繁盛プロジェクト／
株式会社ナビゲイト／株式会社アマネク／株式会社ＧＡＲＡＫＵ

株式会社繁盛プロジェクト 内
（連絡先）TEL：03-5925-8730
Mail：info@akiba-df.com

無料
※24日(月)Ｂ１ステージ／23日（日）２Ｆコスプレ参加
のみ有料）

http://akiba-df.com/

株式会社アイドルジャーナル社

住友不動産ベルサール株式会社 内
（連絡先）TEL：03-3346-1398

≪「アキバ大好き！祭り2015冬」全体概要≫

【名 称】

【日 時】

【主催/運営】

【後 援】

【特別 協力】

【実行委員会
所在地】

【事 務 局 】

【入 場 料 】

【公式 ＨＰ】

「アキバ大好き！祭り２０１５夏」

＜住友不動産秋葉原ビル＞

＜住友不動産秋葉原ビル＞

交通アクセス

・JR[秋葉原駅｣電気街口徒歩３分
・つくばクスプレス｢秋葉原駅｣A3出口徒５分
・日比谷線｢秋葉原駅｣2番出口徒歩７分
・銀座線「末広町駅」3番出口徒歩４分
・丸の内線「淡路町駅」A3出口徒歩８分
・新宿線「小川町駅」A3出口徒歩８分
・JR小川町駅」A3出口徒歩８分
・JR「御茶ノ水駅」聖橋駅徒歩８分
・千代田線「新御茶ノ水駅」B2出口徒歩８分

＜本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先＞
住友不動産株式会社 広報課
TEL０３－３３４６－１０４２ 担当 住友

住所


