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Wake Up, Girls！ 製作委員会は、2014 年 1 月 10 日（金）より劇場公開とテレビ放送が開始されるオリジナルアニメ「Wake 
Up, Girls！」の年末スペシャルイベントを、2013 年12 月29 日（日）に、秋葉原 UDXアキバ・スクエアにて開催いたします。
同イベントでは、物語の舞台となっている宮城県仙台市の復興応援物産展も開催され、1 日で「Wake Up, Girls！」の世界
観を堪能できるスペシャルイベントとなっております。メインステージにて VS 形式で繰り広げられるガチバトルは歌やトー
クなど全七番勝負が繰り広げられ、物販ブースではSPECIAL DISC「出逢いの記録」付き劇場鑑賞用前売り券など、会場
限定グッズや会場先行グッズなどが販売予定です。 
 

■イベント概要 
催事名称  Wake Up, Girls！ 炎の七番勝負 ヤマカン出てこいやー！ 
開催日時  2013 年 12 月 29 日（日）11:30～19:30 
開催場所  秋葉原 UDX アキバ・スクエア 
入場方法  物販ブースや復興応援物産展への入場は無料 
   物販 3,000 円ご購入毎にステージ優先鑑賞券プレゼント 
 
■タイムスケジュール 
【アキバ・スクエア メインステージ】 
13:30～ 一番勝負「山本寛 VS ファンの皆様」 
 二番勝負「山本寛 VS I-1 Club」 
14:30～ 三番勝負「山本寛 VS Wake Up, Girls！」 
15:30～ 四番勝負「Wake Up, Girls！ VS Wake Up, Girls！」 
16:30～ 五番勝負「山本寛 VS 製作委員会」 
17:20～ 六番勝負「Wake Up, Girls！ VS 年末ジャンボ大抽選会」 
18:15～ 七番勝負「Wake Up, Girls！ VS ファンの皆様」 
【アキバ・スクエア グッズ物販エリア】 
11:30～ 新作グッズの販売、ステージ優先観覧券プレゼント 
【アキバ・スクエア会場前スペース】 
10:30～ 宮城県仙台市復興応援物産展 
【秋葉原エリア】 
10:00～ Wake Up, Girls！シクロポリタンの展示、11:30～運行 
 
 

 
【出演者名】 
ゲスト： 山本寛監督 
MC： 大橋隆昌 
I-1Club： 大坪由佳/津田美波/福原香織/山本希望/明坂聡美/安野希世乃  
WUG!： 吉岡茉祐/永野愛理/田中美海/青山吉能/山下七海/奥野香耶/高木美佑 
 
 
 

「Wake Up, Girls！」 
炎の七番勝負 ヤマカン出てこいやー！ 

年末イベント開催のお知らせ 

2013年 12月 29日（日）＠秋葉原 UDXアキバ・スクエア 
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■Wake Up, Girls！オフィシャルグッズ 
・Wake Up, Girls！キャンバスアート  \4,800（税込） 
・Wake Up, Girls！クッション   \2,800（税込）  
・Wake Up, Girls！OFFCIAL GUIDE BOOK \1,500（税込） 
・劇場鑑賞用前売り券   \1,500（税込） 
 ※SPECIALDISC『出逢いの記録』付き 
・ジグソーパズル がんばっぺ  \2,300（税込） 
・ジグソーパズル Wake Up, Girls！  \3,300（税込） 
・Wake Up, Girls！スターティングＴシャツ \3,000（税込） 
・Wake Up, Girls！スターティングマフラータオル \2,500（税込） 
・Wake Up, Girls！スターティングパーカー \5,800（税込） 
・IC パスケース（シールつき）  \1,500（税込） 
・WU,G クリアファイルセット   \1,500（税込） 

・WU,G ブロマイド   \400（税込）  ・WU,G 缶バッジ   \400（税込） 
・WU,G シュシュセット  \1,500（税込）  ・タオルリストバンド  \800（税込） 
・マフラータオル   \2,100（税込）  ・缶バッジセット   \800（税込） 
・タペストリー   \2,600（税込）      など。 
 
 
 
 
 
 
■会場限定 Wake Up, Girls！イベントくじ 

ハズレなしの Wake Up, Girls！イベントくじ。特賞はこの会場だけの限定特大キャ
ンパスアート。しかも、メンバーサイン入りの限定7枚だけの超激レアアイテムです。
その他の景品も魅力的なものばかり、お目当ての景品を狙って是非チャレンジし
てください！ 
・会場限定 Wake Up, Girls！イベントくじ \700/回 
※1 回の購入につき、お一人様 10 回まで 
特賞： 特製キャンパスアート 
A 賞： カラーマグカップ 
B 賞： A2 タペストリー 
C 賞： キャラクターアクリルチャーム 
D 賞： A4 クリアファイル 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【グッズ購入者特典】 
会場オフィシャルグッズ物販エリアにて、1 回のご購入で 3,000 円ご購入毎にステージ優先観覧券をプレゼント 
※ステージ優先観覧券は数に限りがあります。なくなり次第終了となります。 
※ステージ優先観覧券は椅子席のみとなります。 

■同時開催 復興応援物産展 
「Wake Up, Girls！」の舞台となる宮崎県仙台市（他）の物産
展を開催！ご当地応援キャラも登場するよ！さらに、PRONT 
IL BAR UDX アキバ・イチ店とのコラボ企画、アニメに登場す
る「クリーム焼きそばパン」の販売も!?お楽しみに！！ 

 

■Wake Up, Girls！シクロポリタン 
12 月 27 日（金）より、Wake Up, Girls！シクロポリ
タンが秋葉原の街を運行！ 

 

 

12 月 27 日（金）11:00～、秋葉原・宝田無線前で

プレス撮影会を実施。11:40～、神田消防署前で

ハシゴ車上での PR を行います。 

宮城学園からも応援?? 

また、宮城県ご当地ヒーロー「ダッチャー」も同乗

し、応援してくれます。 
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■「Wake Up, Girls！」とは 
アニメによる町興しブームの火付け役になった「らき☆すた」から５年。同スタ
ッフが再集結して現在制作を行っている、東北を舞台に７人の女の子がアイ
ドルを目指す青春ドラマのオリジナルアニメーション。監督には、「涼宮ハル
ヒの憂鬱」シリーズで演出を、「らき☆すた」で監督を務めた山本寛が担当。
脚本には「らき☆すた」や「THE IDOLM@STER」のシリーズ構成・脚本を担当
した待田堂子。音楽には「涼宮ハルヒの憂鬱」や「らき☆すた」の神前暁が担
当する。 
 
 

 
TV アニメ「Wake Up, Girls！」は、2014 年 1 月 10 日（金）よりテレビ東京他にて放送開始。劇場版「Wake Up, Girls！」は、
2014 年 1 月 10 日（金）ロードショー。 
公式 HP: http://wakeupgirls.jp/ 
 
■「Wake Up, Girls！」製作スタッフ 
原作: Green Leaves / 原案・監督: 山本寛 / 脚本: 待田堂子 / 音楽: 神前暁 MONACA / キャラクターデザイン: 近
岡直 / 色彩設計: 辻田邦夫 / 美術監督: 田中孝典 / 撮影監督: 石黒晴嗣 / CG 監督: 濱村敏郎 / 編集: 奥田浩
史 / 音響監督: 菊田浩巳 / 音楽制作: DIVE II entertainment / アニメーション制作: Ordet x タツノコプロ / 製作: 
Wake Up, Girls！製作委員会 
 
■「Wake Up, Girls！」あらすじ 
グリーンリーヴズ・エンタテインメントは、仙台で活動する弱小芸能プロダクション。しかし最後の所属タレントに逃げられ、
社長の丹下は次の手としてアイドルユニットの結成を思い立つ。丹下の無茶振りにしぶしぶ街に繰り出しスカウトを始め
たマネージャーの松田は、公園で一人歌を口ずさむ少女に出会う。その素晴らしい歌声に思わず声をかけるのだが、彼
女は「アイドル」という言葉に表情を曇らせ、逃げるように立ち去ってしまう。松田は知らなかったのだが、その少女こそか
つて国民的人気アイドルユニット「I-1 クラブ」のセンターを務めながらも、ある事情で脱退した元アイドル、島田真夢であ
った。 
 
■登場人物 
島田真夢（CV: 吉岡茉祐）、林田藍里（CV: 永野愛理）、片山実波（CV: 田中美海）、七瀬佳乃（CV: 青山吉能）、久海
菜々美（CV: 山下七海）、菊間夏夜（CV: 奥野香耶）、岡本未夕（CV: 高木美佑） 
岩崎志保（CV: 大坪由佳）、近藤麻衣（CV: 加藤英美里）、吉川愛（CV: 津田美波）、相沢菜野花（CV: 福原香織）、鈴木
萌歌（CV: 山本希望）、鈴木玲奈（CV: 明坂聡美）、小早川ティナ（CV: 安野希世乃） 
松田耕平（CV: 浅沼晋太郎）、丹下順子（CV: 日髙のり子） 
 
©Green Leaves/Wake Up, Girls！製作委員会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

このプレスリリースのお問い合わせ先 
 
〒101-0021 東京都千代田区外神田 1-14-7 宝田新本店ビル 5F 
株式会社 やまとなでしこ 
TEL: 03-5577-5031   Mail: nomura@yamato-nadeshiko.jp 
FAX: 03-5577-5032   担当: 野村（Mobile: 090-7637-2505） 


