
 

 

                       

 

  ２０１７年３月１日  

 
ゲーム総合情報メディア「ファミ通」は、３月３日（金）の Nintendo Switch（発売：任天堂／以下、ニンテンドー

スイッチ）の発売にあわせ、同日から翌３月４日（土）にかけて、２４時間特別番組をニコニコ生放送にて配

信します。ファミ通グループの各チャンネルがリレー形式で連携し、ニンテンドースイッチをプレイします。 

また、シリーズ最新作『ゼルダの伝説  ブレス オブ ザ ワイルド』の４０ページ超の総力特集を掲載した、

『週刊ファミ通』ニンテンドースイッチ発売記念特集号を同日発売します。 

 

３月３日（金）１２時から翌３月４日（土）１２時までの２４時間、ファミ通グループのゲームチャンネル４媒体が

結集し、ニンテンドースイッチの特別番組をニコニコ生放送にてリレー形式で連続配信します。 

 

３月３日１２時のオープニング番組「ファミ通公式生  Nintendo Switch ファーストインプレッション【闘 TV】」では、

ニンテンドースイッチ開封の様子から実況し、ローンチタイトル『1-2-Switch』を遊びます。さらに、２４時間リレー

に参加する各チャンネルの代表出演者が登場し、以降放送するそれぞれの番組の見どころを紹介します。 

また、３月３日２１時の「ゲーム定食 (餃子付 ) 番外編  ニンテンドースイッチ発売記念放送#2」では、『ドラゴ

ンクエスト ヒーローズ I・II for Nintendo Switch』のプロデューサー・青海亮太氏をスペシャルゲストに迎え、

同作品をプレイ。２４時間全１０番組を通して、ニンテンドースイッチの魅力を余すことなく伝えていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎週木曜日発売のＮｏ．１ゲーム総合誌『週刊ファミ通』。最新号は

ニンテンドースイッチの発売日にあわせ、３月３日（金）発売となります。  

 

ニンテンドースイッチ発売記念特集として、本体やコントローラなど周辺

機器の機能・特徴を詳しく解説するほか、注目タイトル『1-2-Switch』

のプレイレポートやハイスコアを得るコツを紹介します。 

 

また、シリーズ最新作『ゼルダの伝説  ブレス オブ ザ ワイルド』を遊

ぶ際に役立つ基礎データや攻略情報を、４０ページ超の大ボリューム

で掲載。表紙は、本誌独占先行公開の描き下ろしイラストとなっています。 

 

 

 

Nintendo Switch、３月３日（金）発売記念 

２４時間リレー特番をニコニコ生放送にて配信！ 

『週刊ファミ通』Nintendo Switch 特集号を同日発売。 

Nintendo Switch を ２４時間遊び通す！ 全１０番組で“スイッチ”しながら、生放送でお届け！ 

Nintendo Switch 発売記念特集号！ 『ゼルダの伝説  ブレス オブ ザ ワイルド』を徹底紹介。 

（人物イラスト：荒井清和）  

    



 

 

 

 

 

放送時間  チャンネル 番組名／URL おもなプレイタイトル 

３月３日（金） 

１２：００～１３：３０ 

ファミ通  

公式生  

「ファミ通公式生  Nintendo Switch 

ファーストインプレッション【闘 TV】」 

http://live.nicovideo.jp/watch/lv289968119 

『1-2-Switch』 

１３：３０～１５：００ 
ぼくらのファミ通

チャンネル 

「ニンテンドースイッチ特番（1）【ぼくらのファミ通】」 

http://live.nicovideo.jp/watch/lv291358656 

『ゼルダの伝 説  

ブレス オブ ザ ワイルド』 

１５：００～１６：３０ 
ファミ通 App

ニコ生部  

「ニンテンドースイッチ発売記念①【ファミ通 App】」 

http://live.nicovideo.jp/watch/lv291354135 
『スーパーボンバーマン R』 

１６：３０～１８：００ 
世界でいちばん

役に立たない 

ゲーム ch 

「ゲーム定食 (餃子付 ) 番外編  

ニンテンドースイッチ発売記念放送#1」 

http://live.nicovideo.jp/watch/lv291357219 

『いっしょにチョキッと 

スニッパーズ』ほか 

１８：００～１９：３０ 
ぼくらのファミ通

チャンネル 

「ニンテンドースイッチ特番（2）【ぼくらのファミ通】」 

http://live.nicovideo.jp/watch/lv291358839 
『1-2-Switch』 

１９：３０～２１：００ 
ファミ通  

チャンネル 

「女流棋士・香川愛生のゲーム番長  番外編」 

http://live.nicovideo.jp/watch/lv291357929 

『スーパーボンバーマン R』

『1-2-Switch』 

２１：００～２２：３０ 
世界でいちばん

役に立たない 

ゲーム ch 

「ゲーム定食 (餃子付 ) 番外編  

ニンテンドースイッチ発売記念放送#2」 

http://live.nicovideo.jp/watch/lv291357318 

『ドラゴンクエスト

ヒーローズ I・II for 

Nintendo Switch』 

２２：３０～２４：００ 
ファミ通 App

ニコ生部  

「ニンテンドースイッチ発売記念②【ファミ通 App】」 

http://live.nicovideo.jp/watch/lv291354298 
『スーパーボンバーマン R』 

３月４日（土） 

０：００～０５：００ 

ファミ通  

チャンネル 

「朝まで『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』 

をプレイ！」 

http://live.nicovideo.jp/watch/lv291358122 

『ゼルダの伝 説  

ブレス オブ ザ ワイルド』 

０５：００～１２：００ 
世界でいちばん

役に立たない 

ゲーム ch 

「ゲーム定食 (餃子付 ) 番外編  

ニンテンドースイッチ発売記念放送#3」 

http://live.nicovideo.jp/watch/lv291357404 

『信長の野望・創造  

with パワーアップ

キット』ほか 

※番組内容や出演者などは、予告なく変更となる場合があります。  

＜各チャンネル紹介＞ 

◆ファミ通チャンネル  

ゲーム総合誌『週刊ファミ通』によるニコニコチャンネル。曜日ごとにさまざまな企画をお届けしています。 

URL： http://ch.nicovideo.jp/famitsu 

 

◆ファミ通 App ニコ生部  

スマホゲーム中心の情報サイト『ファミ通 App』による、視聴者参加型企画が満載のニコニコチャンネル。 

URL： http://ch.nicovideo.jp/famitsuapp 

 

◆ぼくらのファミ通チャンネル 

ファミ通グループのキッズメディア『てれびげーむマガジン』と『ぴこぷり』がお届けするゲーム情報番組。 

URL： http://ch.nicovideo.jp/bokufami 

 

◆バカタール加藤の世界でいちばん役に立たないゲーム ch 

元『週刊ファミ通』編集長のバカタール加藤がお送りするゲーム情報バラエティチャンネル。 

URL： http://ch.nicovideo.jp/bakachan 

 

Nintendo Switch 発売記念２４時間リレー放送  番組表  

３月３日（金）１２：００ ～ ３月４日（土）１２：００  

http://live.nicovideo.jp/watch/lv289968119
http://live.nicovideo.jp/watch/lv291358656
http://live.nicovideo.jp/watch/lv291354135
http://live.nicovideo.jp/watch/lv291357219
http://live.nicovideo.jp/watch/lv291358839
http://live.nicovideo.jp/watch/lv291357929
http://live.nicovideo.jp/watch/lv291357318
http://live.nicovideo.jp/watch/lv291354298
http://live.nicovideo.jp/watch/lv291358122
http://live.nicovideo.jp/watch/lv291357404
http://ch.nicovideo.jp/famitsu
http://ch.nicovideo.jp/famitsuapp
http://ch.nicovideo.jp/bokufami
http://ch.nicovideo.jp/bakachan


◆『週刊ファミ通』Nintendo Switch 発売記念特集号について 

 

巻頭特集ではニンテンドースイッチの特徴から各機能など、

Q&A も交えて詳しく解説。また、周辺機器や同日発売のソ

フトに加え、HD 振動やモーション IR カメラなどニンテンドー

スイッチの機能を活かした注目のゲーム『1-2-Switch』を、

体験リポート付きで紹介します。 

 

さらに、据え置き機では約５年ぶり、シリーズ初のオープン

ワールドタイプのゲームとして登場する『ゼルダの伝説  

ブレス オブ ザ ワイルド』を総力特集。攻略情報やプレイ

に役立つ知識に加え、記事担当者６名による冒険記も掲

載します。 

 

表紙を飾るのは、本誌独占先行公開の『ゼルダの伝説  

ブレス オブ ザ ワイルド』描き下ろしイラスト。また、ニンテ

ンドースイッチ巻頭特集の扉絵は、本誌マスコットキャラク

ター「ネッキー」でお馴染みのイラストレーター・松下進氏に

よる『1-2-Switch』をモチーフとした渾身のイラストとなって

います。 

 

 

＜商品概要＞ 

書名：『週刊ファミ通』2017 年 3 月 16 日号  

編集長：林克彦  

発売日：2017 年 3 月 3 日（金） 

価格：500 円（税込） 

ページ数：238 ページ 

綴込付録：ダウンロードコード、『魔界戦記ディスガイア 5』

ポスター 

 

■Nintendo Switch 発売記念特集（合計 30 ページ） 

・任天堂ハードの系譜  

・Nintendo Switch 本体紹介  

・周辺機器コレクション 

・HOME メニューでできること 

・機能をより知るための 15 の Q&A 

・ローンチソフトカタログ など 

 

■『ゼルダの伝説  ブレス オブ ザ ワイルド』発売記念特集（合計 42 ページ） 

・『ブレス オブ ザ ワイルド』の世界  

・ハイラル冒険の手引き 

・装備品＆狩りと料理の解説  

・冒険に役立つ知識 [アクション編／サバイバル編 ] 

・キーワードで巡る『ゼルダの伝説』 など 

▲Nintendo Switch 特集扉絵  

（モチーフ：『1-2-Switch』、イラストレーション：松下進） 

▲『週刊ファミ通』2017 年 3 月 16 日号表紙  
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