【PRESSRERLEASE】
2018年9月吉日

「しまねカミングDayコンベンション2018」
情報解禁第三弾プレスリリース
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）

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』の情報解禁第三弾として、新たな展示企
画や出展企業など、今回も特大ボリュームで情報解禁！！

■まさかのコラボ！？ニンジャバットマン×松江市
【ニンジャバットマンが国宝松江城に現る！？】
今年の6月15日に劇場公開、大ヒットを遂げた後、10月24日
にブルーレイ・ＤＶＤリリースする「ニンジャバットマン」。
ＤＣコミックと日本のクリエイターが奇跡のコラボレーショ
ンを果たし、戦国時代にタイムスリップしたバットマンや
ヴィランズの死闘が繰り広げられる...というバットマンシ
リーズには未だかつてない世界観です。
カミコン期間中は国宝松江城付近で「ニンジャバットマン」
のキャラクターパネルが登場！歴史的な風景とキャラクター
達と一緒に記念撮影が行えます。
どこに誰がいるのかは…巡ってみてのお楽しみです。

【会場内の松江市ブースでも！】
不昧公２００年祭を開催中の松江市が、
「ニンジャバットマン」とのコラボ！
映画のシーンを再現したフォトブースで
楽しもう！
Batman and all related characters and elements are trademarks of and © DC Comics. © Warner Bros. Japan LLC
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■ジャンプヒーローが紙面から飛び出す！？少年誌はVRの世界へ

【ジャンプVR】
『ドラゴンボール』『ONEPIECE』『NARUTO』『スラムダンク』『HUNTER×HUNTER』…
など世界中で愛されている作品を数多く生み出している『ジャンプ』もカミコンに参戦！
今回はVRを通じて作品の新しい楽しみ方を体験できるこちらの３コンテンツが登場！

ワンピースキューブ
（Oculus Rift+Touch）

ⓒ尾田栄一郎/集英社

『ONE PIECE』のイラストを、
VR空間で手にとって鑑賞でき
る。人気キャラクター
「チョッパー」の立体パズル
も楽しめる。

ジャンプ美術館
（Gear VR）

ⓒ鳥山明・尾田栄一郎・岸本斉史 スコット・松
井優征・堀越耕平／集英社

人気コミックのイラストを、
VR空間で鑑賞できる。最後の
部屋では驚愕の体験があなた
を待つ！

『DEATH NOTE』
VR脱出ゲーム
（Gear VR）

ⓒ大場つぐみ・小畑健/集英社

監禁された「ミサ」となり、
死神「レム」と協力して、地
下室が水で満たされる前に脱
出せよ！

■発売前から話題作まで、ゲーム試遊コーナーもご用意！
【ヒットマン ディフィニティブ・エディション】

大ヒット ステルスアクションシリーズ完
全版が、これまでに配信したすべての追加
コンテンツと、完全新作コスチュームと
セットになって、お得に登場！
伝説の暗殺者「エージェント47」になって、
自由に、そして華麗に、ターゲットを抹殺
せよ！
頼れるのは、わずかな武器と、自分自身の
み。周囲を観察、状況を読み、戦略を練っ
て、目的であるターゲットの暗殺を成し遂
げろ。

HITMAN™ © 2018 IO Interactive A/S. IO Interactive, IOI logo, HITMAN, HITMAN logo, and WORLD OF ASSASSINATION are trademarks or registered
trademarks owned by or exclusively licensed to IO Interactive A/S. Distributed by Warner Bros. Home Entertainment Inc. All other trademarks are the property
of their respective owners. All rights reserved.

【ロケットリーグ】
サッカー×車×バトル＝ロケットリーグ！
レースとサッカーが融合した、まったく新
しいスポーツゲーム『ロケットリーグ』。
バトルカーを操作してボールをゴールへ叩
き込む！ルールがシンプルなので初めて同
士でもワイワイ楽しめる爽快感が特徴です

© 2015-2018 Psyonix Inc. Rocket League, Psyonix, and all related marks and logos are registered trademarks or trademarks of Psyonix Inc. .

■海外で人気の日本発TCG、公式ブースが島根初登場！

©FORCE OF WILL ©魔法少女 ザ・デュエル

【Force of Will】【魔法少女 ザ・デュエル】
『Force of Will』はアメリカやヨーロッパをはじめとした、多くの国で楽しまれている日本発のトレー
ディングカードゲームです。魅力はシンプルかつ高い戦略性、美麗なイラスト、背景ストーリーな
ど多岐にわたります。『魔法少女 ザ・デュエル』通称『まほエル』は「かわいい」「簡単」「気持
ちいい」を軸としたトレーディングカードゲームです。
カミコンでは公式スタッフのティーチングの元で体験会を実施。参加者にはデッキケースやダイス
のプレゼントも！さらにカミコンにご出展のヤマモトナオキ先生と乃希先生がイラストを担当され
たPRカードの配布も数量限定であります。

■あの吉田くん達もやってくる

■海外からのゲストコスプレイヤー

© Warner Bros. Japan and DLE. DC characters and elements © & ™ DC Comics.
Eagle Talon characters and elements © & ™ DLE. All Rights Reserved.

【バト田くん、スパ田くん】
なんだかどこかでみたことあるフォルム
と顔のスーパーマンとバットマン。
こちらは鷹の爪団の吉田くんと彼らの融
合で生み出された『スパ田くん』と『バ
ト田くん』。
映画『DCスーパーヒーローズvs鷹の爪
団』から生まれた奇跡のコラボキャラ。
低予算でおなじみの鷹の爪らしかぬ高ク
オリティと噂の二人がカミコンの会場に
登場します。

【Meisha Mock / 造形系コスプレイヤー】
Anime Expo 2014でコスプレを開始し、一年後の
San Diego Comic-Con 2015ではBest Wroksmanshipを
受賞する。「もののけ姫」のオリジナルアレン
ジ・コスプレがネットで人気となり有名になる。
クオリティの高いコスプレ衣装を制作し多数のコ
スプレイヤーに提供する傍ら多数のイベントで、
コスプレ大会の審査員やゲストとして数多く参加。
先日アメリカで行われたGen Conでは、今年２５
周年を迎えるマジック・ザ・ギャザリングのコス
プレでUltra Pro社をサポートするなど活動の幅を
広げている。

■仮想現実とものづくりでエンタメを！地元企業と大学生も出展します
県外企業やゲストだけの出展ではありません。もちろん地元島根県からも魅力的なコンテンツを
発信する企業や、ものづくりの楽しさを伝えたい熱い思いがいっぱいの島根大学の学生達もカミ
コンに出展します。

【株式会社トルクス】
株式会社トルクスは、エンターテイメントから
業務用アプリまで、スマホアプリ、タブレット
アプリを多数開発してきました。
最近はVRコンテンツの企画開発に注力しており
ます。観光資源をエンターテイメントコンテン
ツ化したり、イベント出展も行います。
また「地域おこしXR研究会」をはじめ、VR開発
者の勉強会やハッカソンの開催など、積極的に
開発者コミュニティをサポートしています。
今回は『VRどじょうすくい』が登場。仮想現実
の世界であらえっさっさー！

【島根大学ものづくり部Pim】
島根大学ものづくり部Pimは島大公認のものづくり
サークルです。
ものづくりの楽しさを一人でも多くの人に広める
ことを目標に、部員たちが日夜活動に勤しんでい
ます。
今回はそんなものづくり部のメンバーが電子楽器、
Live2Dで作成したアニメーション、魚のおしゃべり
ロボット等の展示・販売を行います。

【株式会社コミクリ】

【タイムスリップ!?】江戸時代の津和野がVR（仮
想現実）で蘇る！津和野は「山陰の小京都」とも
呼ばれ、鎌倉時代から約700年続く城下町。風情
ある街並みが島根県民から愛されており、癒しス
ポットとして人気です。
特に幕末時代の津和野の様子を絵にした「津和野
百景図」は必見！「江戸時代の面影が伝わる」と
評判で、現代と見比べながら街巡りをするのがブ
ームだとか。そこで、今回わたしたちが挑戦した
のが、江戸時代と現代が融合した津和野。現代に
残る建物はそのままに、仮想江戸時代の街並みを
再現してみました。
VR（仮想現実）の世界で、ここでしか体験できな
いタイムトラベルをしてみませんか？今、あなた
は歴史の目撃者になる！

■フードブースで胃袋から島根を堪能しよう！

島根の新鮮な食材をふんだんに使用した料理や地酒も多数ご用意しております。
お腹の中まで島根を多能してください。

■「しまねカミングDayコンベンション2018」開催概要
■名称

：しまねカミングDayコンベンション2018

■会期

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

■会場

：くにびきメッセ 大展示場

2018年10月7日（日） 10:00～17:00
（住所：〒690-0826 島根県松江市学園南１丁目２−１）
■入場

：前売券

：2,000円

当日券

：2,500円

2日間通し券

：3, 500円 ※前売のみ

コスプレ参加

：1,000円

コスプレ更衣室先利用：500円
痛車参加

：3,000円/日

駐車場予約

：1,000円/日

※小学生以下無料
■主催

：しまねカミングDayコンベンション実行委員会

■後援

：島根県・松江市

■出展/展示

：ハリウッド撮影グッズ／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／ ロケットリーグ／ジャンプVR／ Virtual
Human Projects SAYA／オロチ／ヤマモトナオキ／Force of Will／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

：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/TELYUKA/ Meisha Mock

■その他

：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

■ WEBサイト

：https://www.kami-con.jp/ （※随時更新予定）
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