
2018年9月吉日

【PRESSRERLEASE】

日時： 10月6日（土）11：00～19：00 
10月7日（日）10：00～17：00 

場所：くにびきメッセ大展示場（島根県松江市学園南1丁目2－1）

「しまねカミングDayコンベンション2018」
情報解禁第二弾プレスリリース

本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先

しまねカミングDayコンベンション2018実行委員会
担当：福田

TEL：0852-67-1454 FAX：0852-67-1455 Email：press@kami-con.jp

■ハリウッドセレブがゲストで登場！サイン会や撮影会など

【ダニエル・ローガン】

映画『スター・ウォーズ エピソード2／クローンの攻
撃』でボバ・フェット役を演じたダニエル・ローガン氏が
カミコンに登場。ハリウッドスターと直接会える夢の空間
がカミコンにて実現！

＜サイン会・撮影会＞
チケット6,000円（前売）

※PassMarket にて9/8(土)10:00 から発売
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/016fsnzt6kjn.html

※1日限定 500枚
（10/6土曜日 500枚・10/7日曜日 500枚）

世界のポップカルチャーが島根に集結！

『しまねカミングＤａｙコンベンション２０１８』の情報解禁第二弾として、新たなゲスト
や出展企業など、特大ボリュームで情報解禁！！

mailto:press@kami-con.jp


■ファン必見！ハリウッド関連展示

ハリウッド映画の撮影に使用されたグッズを多数展示！滅多に見ることができない展示の
数々をお見逃しなく！！

【作品タイトル】
ハリー・ポッター／ラストサムライ／パイレーツ・オブ・カリビアン／バック・トゥ・ザ・
フューチャー／グレムリン／ロッキー／タイタニック／ジュラシック・パーク／ブレードラ
ンナー／ターミネーター／チャーリーとチョコレート工場／他

【撮影で使われたグッズの展示】



■島根初出展となるテクノロジーとアートの最先端

【『Virtual Human Projects SAYA』と『TELYUKA』】

限りなく実写に近いバーチャルキャラクター「Saya」。３DCG独特の『不気味の谷を越えた』彼女の愛
らしさが世界中で話題となりました。今回はモニター展示で映し出された等身大のSayaが、目の前の相
手の表情やしぐさから感情を読み取ります。文字や言葉がなくても、表情や雰囲気でユーザーの気持ち
がわかるこの技術は、人間とコンピュータの今後の対話の基礎となる技術です。
また、展示だけでなくSAYAの生みの親である夫婦ユニット「TELYUKA」のお二人によるトークステー
ジも行われます。

■石ノ森作品の展示

【石ノ森萬画館】

「正義のヒーローとは何か？」様々なテー
マと共に新しいヒーロー像を世に送り出し
た石ノ森章太郎先生。作品や作品にまつわ
る展示物が故郷石巻を飛び出し島根県に初
登場します。



■イベントを盛り上げる個性豊かな出展ブース

【オロチ】

【ヤマモトナオキ】

島根発、国内外に向けて、ヤマタノオロチ伝説
をテーマとした漫画＆アニメ製作のプロジェク
ト。2018年8月より漫画の配信を開始。漫画
PR用に製作したアニメPVはFacebookで170万
再生を超え、海外から注目を集める。作品の舞
台である斐伊川流域（島根県）の地域を巡る
ツーリズムのプロデュースも行う。

2009年末よりイラストレーターとして活動
を開始。おしゃれで繊細なイラストを得意と
し個展やグループ展、イベント等で作品を発
表するとともに、マンガやゲームのキャラク
ターイラスト、マスコットキャラクターのデ
ザインCDジャケットや衣装、webデザイン、
店舗のロゴデザインからのトータルコーディ
ネートまで行っている。



■ステージイベントのタイムテーブル

時間 内容

11:15～11:45 オープニング

12:00～12:30 DEADLIFT LOLITA

13:00～13:30 仮面女子

14:00～14:30 COSPLAY ファッションショー

15:00～15:40 ルートレター / 角川ゲームス

16:00～16:30 MYTH & ROID

17:00～18:00 COSPLAY HADO大運動会

18:30～19:00 仮面女子

【１０／６ 土曜日】

時間 内容

10:15～10:45 はるな愛

11:00～11:30 仮面女子

12:00～12:30 TELYUKA

13:00～13:30 COSPLAY コンテスト

14:00～14:40 GOD WARS / 角川ゲームス

15:00～15:30 オロチ / Dramatic CIMANE

16:00～16:30 仮面女子

16:30～17:00 フィナーレ

【１０／７ 日曜日】



仮面女子
（アリスプロジェクト所属）

■アンバサダー紹介

【鷹藤ひの】 【百瀬ひとみ】

インディーズ女性アイドルとして日本初のオリコン一位、さいたまスーパーアリーナ単独ラ
イブ１５０００人動員を達成した最強の地下アイドル。

異形とも言えるホッケーマスクをかぶったアイドル集団。
芸能界に居場所が無くなった【選ばれなかった者達】が集まり、顔を隠すことで個人のアイ
デンティティを捨て、代償に群れとしての強烈なアイデンティティを手に入れた。
自らを地下アイドルと名乗り、ライブ本数は年間１０００本を超え現在地下アイドル最強の
名を欲しいままにしている。

【野咲わか】 【胡桃そら】【月野もあ】



はるな愛（サンズエンタテインメント所属）

山本あこ（ドリームプロジェクト所属）

しまねっこ（島根県観光キャラクター）

■ゲスト紹介①

こんにちは！「しまねっこ」にゃ！
島根のPRをするためにやってきたにゃ。
最近食べすぎて少し動きが鈍いけど、
誰とでもすぐに仲良くにゃれるから、見かけたら声をかけてにゃ。

松浦亜弥のモノマネ（エアあやや）で大ブレイクし、ニューハーフの世
界一を決める大会「ミスインターナショナルクイーン２００９」で優勝
した経歴も持つ。現在、タレント、歌手、実業家として、数多くのテレ
ビ番組に出演中。

１万人の中から選ばれた正統派美少女アイドルグループ「スリジエ」の
センターを務める。8/27に神田明神で行われたカミコン成功祈願祭にて、
角川ゲームスの新作ゲーム「√Letter ルートレター Last Answer （ルート
レターLA）」のヒロイン・文野亜弥役に起用されることが発表された。



■ゲスト紹介②

DEADLIFT LORITA（株式会社ウォーク所属）

MYTH ＆ ROID （株式会社TaWaRa所属）

TELYUKA （GarateaCircus株式会社代表）

「MYTH & ROID」（ミスアンドロイド）はプロデューサー・
Tom-H@ckを中心としたコンテンポラリー・クリエイティブ・ユ
ニット。
インターナショナルで本格的なサウンド、鋭角的でキャッチー
なメロディ、圧倒的なボーカルパフォーマンスを兼ね備えた気
鋭のユニットである。

2015年7月、TVアニメ「オーバーロード」EDタイアップ楽曲の
1st Single『L.L.L』でメジャーデビュー。iTunesジャンル別ランキ
ングでは同時リリースのOP楽曲と合わせ1位、2位を独占。
iTunes総合ランキングでは最高3位を記録。「オーバーロード」
のヒットと共に鮮烈なデビューを果たした。
2016年に発表した3rd Single「STYX HELIX」4th Single「Paradisus-
Paradoxum」は２作続けてiTunes総合チャート1位を記録。

ユニット名である「MYTH & ROID」は過去を想起させる
「Myth」（神話）と未来を想起させる「Android」を組み合わせ
た造語。互いのルーツを掛け合わせ新たな世界を切り開きたい
という思いで考案された。

「カワイイ」はここまで進化した！？
現役アイドル＆プロレスラーのレディビアードと才木玲佳。

「カワイイ×筋肉×元気」な２人による
物理的に最強のアイドルユニット
「DEADLIFT LOLITA」剛誕！！

ビアちゃんの破壊的デスボイスとれいたんのチャーミングボイス、
そして運動量アイドル最大級の
ダンスパフォーマンスで元気をお届け！

最強を目指す二人のライブには、なぜかいつも乱暴者が乱入‼
フロア全体を駆け回るプロレスも見どころ。

日本のサブカルチャーと本物のエンターテインメントを
愛する世界中の人々へ、最強の応援団がここにある！

1998年頃CG制作プロダクションでCGアーティストとし
て、ゲーム・映像を中心に３DCG制作を行い、2011年頃
から、夫婦で３DCG制作を行うユニット「TELYUKA
（テルユカ）」というアーティスト名で活動を開始。

共にＣＧゼネラリストアーティストとして、ムービー制
作やキャラクターアセット制作を経験、現在は代表作
「Saya」 VritualHumanProjectsを中心にオリジナル
ヴァーチャルヒューマンから、実在する・していた人間
のCG制作、そしてコンピュータグラフィックスの新しい
活躍を願い、研究開発を進めている。



■ゲスト紹介③

宮本彩希（Candee所属）

ユリコ・タイガー（株式会社TWIN PLANET所属）

14才でコスプレをはじめイタリアのコスプレコンテストで16回優勝。
2014年より日本でイベント、テレビにて活動スタート。コスプレで
はゲーム、映画等の公式コスプレイヤー及びアンバサダーを多数務
める。またテレビの準レギュラー番組、ドラマ、バラエティ番組等
に出演。その他CM、ラジオレギュラー、ニコニコ生放送公式番組な
ど、日本と海外で幅広く活動中。

クオリティの高いコスプレで数々のメディアに露出。
2017年には「童貞を瞬殺するワンピ」を発信し知名度が大
きく向上
テレビ/ネットどちらもこなせるマルチタレント



■総合ＭＣ

【影山さゆり】

フリーパーソナリティとして、ラジオDJ、イベン
トMC、ナレーションなど活躍する一方、楽曲製
作、ライブなど、音楽活動も併せて、山陰を拠点
に各地で活動している。
現在、ラジオ局エフエム山陰「ガッツｄａレディ
オ！」（水）（木）を担当。
アニメ、アニソンに造詣が深く、特に名探偵コナ
ンをこよなく愛す。



■COSPLAY×石見神楽×アイドル カミコンの夜も最高のエンタメを！

海外でも大人気の島根の伝統芸能「石見神楽」とコスプレが夢の共演！是非コスプレをして
会場に遊びに来てください！なんとゲストの「DEADLIFT LOLITA」も登場！夜も最高のエ
ンターテイメントを楽しもう！

＜COSPLAYパーティー＞

日時：10/6土曜日 19:00～22:00
会場：ENISHI（島根県松江市寺町200番地）

チケット：一般 7,500円／コスプレ入場 5,000円
※PassMarket にて9/8(土)10:00 から発売

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/016fsnzt6kjn.html

※限定 100枚

石見神楽演目：大蛇／恵比寿

その他：飲み放題、食事付、半立食

【石見神楽】

【COSPLAY】 【DEADLIFT LOLITA】



■「アーティストアレイ」ゲストのご紹介

【KENTOO】 【のぞみ】

【高瀬若】
【巴】

【乃希】

■テーブル出展ブースも

普段は作品のみを触れる機会の多いアート。アーティストアレイでは生で作
品を鑑賞するだけでなくアーティスト本人と交流が持てるのが大きいポイン
トです。作品は展示だけでなく各自で作成されたグッズやアート作品の販売
される予定の方もいらっしゃいます。

大規模かつオフィシャル企業
やプロの出展が主となるイベ
ントでは、中々小規模・アマ
チュアの出展機会はないもの
です。今回しまねカミコンで
はテーブル出展という形でご
出展頂けるブースをご用意し
ております。



■名称

■会期

■会場

：しまねカミングDayコンベンション2018

： 2018年10月6日（土） 11:00～19:00 ※プレス内覧会 9:00～11:00

2018年10月7日（日） 10:00～17:00

：くにびきメッセ 大展示場

（住所：〒690-0826 島根県松江市学園南１丁目２−１）

■入場 ：前売券

当日券

2日間通し券

コスプレ参加

：2,000円

：2,500円

：3, 500円 ※前売のみ

：1,000円

コスプレ更衣室先利用：500円

痛車参加

駐車場予約

：3,000円/日

：1,000円/日

■主催

■後援

■出展/展示

：しまねカミングDayコンベンション2018実行委員会

：島根県・松江市

：ハリウッド関連グッズ／角川ゲームス／ワーナーブラザースジャパン／ 石ノ森萬画館／HADO

／ヒットマンディフィニティブ・エディション／Virtual Human Projects SAYA／オロチ／ヤマ

モトナオキ／島根県／松江市／

■アーティストアレイ：のぞみ/KENTOO/乃希/高瀬若/巴

■ゲスト

■その他

■WEBサイト

：ダニエル・ローガン/仮面女子/はるな愛/MYTH & ROID/DEADLIFT LOLITA/

山本あこ（スリジエ）/宮本彩希/ユリコタイガー/Hana Bunny/TELYUKA

：コスプレイベント/フード・ドリンクコーナー/テーブル出展/キッズスペース

：https://www.kami-con.jp/ （※随時更新予定）

■「しまねカミングDayコンベンション2018」開催概要

本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先

しまねカミングDayコンベンション2018実行委員会
担当：福田

TEL：0852-67-1454 FAX：0852-67-1455 Email：press@kami-con.jp

※小学生以下無料

https://www.kami-con.jp/
mailto:press@kami-con.jp

