
 

 

                       

 

  ２０１７年７月２０日  

 
ゲーム総合情報メディア「ファミ通」は、7 月 21 日（金）の Nintendo Switch 向けソフト『スプラトゥーン 2』

（発売：任天堂）の発売にあわせ、同日、ニコニコ生放送にて特別番組を配信します。また、7 月 20 日（木）

発売の『週刊ファミ通』では、全 48 ページの『スプラトゥーン 2』発売記念特集を掲載。さらに、8 月 1 日（火）

には、『スプラトゥーン 2』の 2 大付録が付いた『てれびげーむマガジン September 2017』、8 月 4 日（金）に

は、攻略本『スプラトゥーン 2 コウリャク&イカ研究白書』を発売します。 

『スプラトゥーン 2』の発売日となる 7 月 21 日、ファミ通グループのニコニコチャンネルにて、当日午後から

翌 7 月 22 日朝にかけて『スプラトゥーン 2』の特別番組を生放送します。 

 

視聴者参加型のゲーム番組“ぼくらのファミ通チャンネル”では、8 時間連続で配信を行い、ファミ通こどもメ

ディアの編集部員が事前にフレンド申請いただいた視聴者と、様々なルールでオンライン対戦をします。また、

週刊ファミ通編集部による“ファミ通チャンネル”では、大の『スプラトゥーン』ファンである声優・青木瑠璃子氏

をゲストに迎え、3 時間にわたる生放送を実施。そのほか、「昼からプレイ」「朝までプレイ」と題し、発売され

たばかりの『スプラトゥーン 2』を、編集部の攻略チームが実況を交え徹底攻略します。 

毎週木曜日発売の No.1 ゲーム総合誌『週刊ファミ通』。7 月 20 日発売の最

新号では、『スプラトゥーン 2』を表紙に飾り、発売記念特集を掲載します。 

 

初心者向け講座をはじめ、マップやルール、ブキの解説など、役立つ攻略

情報が満載。また、8 ページに及ぶ開発スタッフのロングインタビュー、『ス

プラトゥーン』好きのマンガ家やイラストレーター10 名による特別寄稿といっ

た企画など、あわせて 48 ページの大ボリュームで特集します。 

また、前作『スプラトゥーン』で開催された、読者の応募作品から選ばれたイ

ラストがゲーム内に実装される“ファミ通イカファッションコンテスト”が、今作

でも“ファミ通イカファッションコンテスト 2017”として開催することが決定しま

した。本誌にて詳しい募集要項を掲載しています。 

さらに付録には、リバーシブルで 2 つのビジュアルが楽しめる“『スプラトゥー

ン 2』スペシャル B3 ポスター”が付きます。 

8 月 1 日発売の男児向けゲーム誌『てれびげーむマガジン September 2017』では、『スプラトゥーン 2』の特集

記事を掲載しているほか、遊び方を分かりやすく解説した 68 ページの小冊子と、ポスターカレンダーが付録に

付きます。 

 

また、8 月 4 日には、『スプラトゥーン 2』のあらゆる情報をカバーした、週刊ファミ通編集部による攻略本『ス

プラトゥーン 2 コウリャク＆イカ研究白書』を発売します。本書では、各ゲームモードの攻略や対戦バトルの

ノウハウ、マップの詳細やブキの性能、キャラクター紹介など、『スプラトゥーン 2』の様々なデータを網羅。

『週刊ファミ通』で掲載した、高橋きの先生による人気マンガ“ほのぼのイカ、ときどきタコ 4 コマ”も収録して

います。 

 

ファミ通グループによる、『スプラトゥーン２』徹底特集！ 

発売日当日、生放送でファミ通編集者が視聴者とバトル！ 

『週刊ファミ通』表紙を飾り、全４８Ｐの大ボリュームで紹介。 

『スプラトゥーン 2』発売日に特別番組を生放送！ 視聴者対戦や、声優・青木瑠璃子さんの出演も！ 

7 月 20 日（木）発売の『週刊ファミ通』では、『スプラトゥーン 2』を大特集。特製ポスター付き！ 

 

『スプラトゥーン 2』の小冊子付き『てれびげーむマガジン September 2017』と、攻略本も発売！ 

 

▲『週刊ファミ通』2017 年 8 月 3 日号表紙  



◆発売日特番スケジュール 

放送時間  チャンネル 番組名／URL おもな出演者 

7 月 21 日（金） 

13:00～21:00 

ぼくらのファミ

通チャンネル 

「【無料】スプラ 8 耐～『スプラトゥーン 2』8 時間

耐久実況【ぼくらのファミ通・最新ゲーム編】」  

http://live.nicovideo.jp/watch/lv302168572 

水ピン（ファミ通こども

メディア編集長）、 

桃乃内ももも 

14:00～17:00 
ファミ通  

チャンネル 

「昼から『スプラトゥーン 2』をプレイ！」

http://live.nicovideo.jp/watch/lv302240249 
週刊ファミ通編集部員  

18:00～20:00 
ファミ通  

チャンネル 

「ファミ通公式生  声優・青木瑠璃子さんと 

『スプラトゥーン 2』【闘 TV】」 

http://live.nicovideo.jp/watch/lv302240729 

青木瑠璃子、 

週刊ファミ通編集部員  

20:00～21:00 
ファミ通  

チャンネル 

「【前半無料】ファミ通公式生 2 次会   

ゲスト：声優・青木瑠璃子さん」 

http://live.nicovideo.jp/watch/lv302240893 
※前半 30 分はどなたでも視聴いただけます。 

後半 30 分はファミ通チャンネル会員のみ視聴可能です。 

青木瑠璃子、 

週刊ファミ通編集部員  

23:00～29:00 
ファミ通  

チャンネル 

「朝まで『スプラトゥーン 2』をプレイ！」 

http://live.nicovideo.jp/watch/lv302202211 
週刊ファミ通編集部員  

※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。チャンネル会員になると、『週刊ファミ通』最新号（電子版）も楽しめます。 

URL： http://ch.nicovideo.jp/famitsu 

 

■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、視聴

者参加型の、視聴者のためのゲーム番組。アナログゲームやレトロゲームも紹介中！ 

URL： http://ch.nicovideo.jp/bokufami 

 

◆『週刊ファミ通』2017 年 8 月 3 日号 概要  

書名：週刊ファミ通 2017 年 8 月 3 日号  

編集長：林克彦  

発売日：2017 年 7 月 20 日（木） 

価格：550 円（税込） 

総ページ数：284 ページ 

綴込付録：ダウンロードコード、『スプラトゥーン 2』

スペシャル B3 ポスター、『NieR：Automata（ニー

ア オートマタ）』未公開 B3 ポスター 

 

＜『スプラトゥーン 2』発売記念特集の紹介（抜粋）＞ 

■ブキ＆ギア解説、ステージ＆各種モード最速攻略  

■『スプラトゥーン』ファンのマンガ家・イラストレーターによる特別寄稿  

参加者：安部真弘氏、うめ氏、カナヘイ氏、高橋きの氏、ちょぼらうにょぽみ氏、toi8 氏、なもり氏、ニャロメ

ロン氏、ヒョーゴノスケ氏、まえだくん氏（※五十音順） 

■開発スタッフロングインタビュー 

■“ファミ通イカファッションコンテスト 2017”開催について 

 

▲付録『スプラトゥーン 2』スペシャル B3ポスター 

http://live.nicovideo.jp/watch/lv302168572
http://live.nicovideo.jp/watch/lv302240249
http://live.nicovideo.jp/watch/lv302240729
http://live.nicovideo.jp/watch/lv302240893
http://live.nicovideo.jp/watch/lv302202211
http://ch.nicovideo.jp/famitsu
http://ch.nicovideo.jp/bokufami


◆『てれびげーむマガジン September 2017』 概要  

書名：てれびげーむマガジン September 2017 

編集長：鈴木規康  

発売日：2017 年 8 月 1 日（火） 

価格：999 円（税込） 

総ページ数：106 ページ 

付録：A6 小冊子“いまから始める  Splatoon2 丸わかりガイドブック”

（68 ページ）、“Splatoon2 ポスターカレンダー” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆攻略本『スプラトゥーン 2 コウリャク&イカ研究白書』 概要  

書名：スプラトゥーン 2 コウリャク&イカ研究白書  

発売日：2017 年 8 月 4 日（金） 

価格：1296 円（税込） 

総ページ数：432 ページ 

内容： 

“ヒーローモード”や“ナワバリバトル”、“サーモンラン”の遊び方やマップ情報

など、攻略や対戦バトルに役立つデータが満載。『スプラトゥーン 2』に登場す

るキャラクター紹介や、高橋きの先生によるマンガも掲載しています。  

 

◆関連書籍『スプラトゥーン イカすアートブック』 概要  

書名：スプラトゥーン イカすアートブック 

発売日：2015 年 10 月 10 日  

価格：2592 円（税込） 

総ページ数：320 ページ 

内容： 

描き下ろしのカバーイラストにはじまり、ブキ＆ギアやステージの設定画、キャラ

クター初期案など、『スプラトゥーン』の設定資料が詰まった大ボリュームのアー

トブック。 

 

 

 

 

◆株式会社Ｇｚブレイン（ジーズブレイン）について 

株式会社Ｇｚブレイン（代表取締役社長：浜村  弘一）は 2017 年７月３日、カドカワ株式

会社の 100％子会社として設立。『ファミ通』や『B's-LOG』ブランドをはじめとする、

様々なゲームメディア・サービスの企画・制作・編集・運営を行っています。情報誌や

書籍の出版だけでなく、Web メディアやイベントの企画・運営、ゲーム動画・映像配信

やコンテンツ制作、ゲームマーケティング事業など、あらゆる角度からゲームの面白さ

を伝える事業を展開しています。 

公式サイト URL： http://gzbrain.jp 

▲『てれびげーむマガジン September 2017』表紙  

▲『スプラトゥーン 2 コウリャク& 

イカ研究白書』表紙  

▲付録“いまから始める  Splatoon2 丸わかりガイドブック”

（左）、“Splatoon2 ポスターカレンダー”（右）  

▲『スプラトゥーン イカすアートブック』表紙  

http://gzbrain.jp/

