
 

 

 

2022 年 9 月 15 日  

株式会社 KADOKAWA Game Linkage（本社：東京都文京区、代表取締役社長：豊島秀介）は、2022 年 9

月 17 日（土）・18 日（日）に、ゲームの最新情報をお届けする生放送番組『ファミ通×電撃  秋のゲーム大

運動会 2022 ～つかみとれ、新作ゲーム情報 !!～』を配信することをお知らせいたします。 

『ファミ通×電撃  秋のゲーム大運動会 2022 ～つかみとれ、新作ゲーム情報 !!～』は、KADOKAWA Game 

Linkage のゲームメディア「ファミ通」と「ゲームの電撃」がお送りするゲーム情報番組です。 

メインMCは、人気ゲームの声優としても活躍する青木瑠璃子さん、豊田萌絵さん、中島由貴さんが務めます。 

多くのゲームメーカーが参加し、この秋注目タイトルの最新情報発表のほか、「運動会」らしく、VTuber や

ファミ通・電撃スタッフによる紅白戦など、ゲームファン必見のバラエティに富んだ番組をお届けします。 

 

 

 

番組名：  

ファミ通×電撃  秋のゲーム大運動会 2022 ～つかみとれ、新作ゲーム情報 !!～  

配信日時：  

2022 年 9 月 17 日（土）15:55～21:50／9 月 18 日（日）16:10～21:50 

配信プラットフォーム：  

YouTube（ファミ通 TUBE）  https://www.youtube.com/user/famitsutube 

Twitter Live（@famitsu）  https://twitter.com/famitsu 

主催：  

株式会社 KADOKAWA Game Linkage 

協賛メーカー：  

【DAY01】インティ・クリエイツ、タイトー、バンダイナムコアミューズメント、プレイオン、ベセスダ・ソフトワークス  

【DAY02】アクティビジョン・ブリザード ジャパン、アクワイア、Hello Games、フリュー 

ハッシュタグ：  

#ファミ通電撃大運動会  

 

※やむを得ない事情により、予告なく配信日時、配信内容、出演者が変更になる場合がございます。 

◆◇ 『ファミ通×電撃 秋のゲーム大運動会 2022～つかみとれ、新作ゲーム情報 !!～』 概要 ◇◆ 

人気声優の青木瑠璃子さん、豊田萌絵さん、中島由貴さんが MC 出演 

VTuber・八雲べにさん、白波らむねさんの参戦も決定！ 

『ファミ通×電撃 秋のゲーム大運動会 2022 ～つかみとれ、新作ゲーム情報!!～』 

9 月 17 日（土）・18 日（日）の 2 日間、長時間生放送！ 

https://www.youtube.com/user/famitsutube
https://twitter.com/famitsu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次世代 Virtual eSports プロジェクト「ぶいすぽっ！」の人気 Vtuber、八雲べにさんと白波らむねさんのゲス

ト出演が決定。ファミ通・電撃スタッフとともに紅白のチームに分かれてのゲーム対決をくり広げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※敬称略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◇ 番組 MC ◇◆ 

▲中島由貴  

（9 月 18 日）  

▲青木瑠璃子  

（9 月 17 日・18 日）  

▲豊田萌絵  

（9 月 17 日）  

◆◇ 番組ゲスト ◇◆ 

▲八雲べに ▲白波らむね 



 

 

【DAY01】 

時間  コーナー  出演者  

15:55-16:00 開会式 DAY01 青木瑠璃子/豊田萌絵/西岡美道  

16:00-16:30 『幻塔』実機プレイ&Ver2.0「ヴェラ」最新情報ほか 豊田萌絵/世界三大三代川  

/ロマンシング★嵯峨/フレンチ星  

16:40-17:10 ファミ通×『レイズ アーケード クロノロジー』新情報発表！ 青木瑠璃子/外山雄一/TAMAYO 

/COSIO/ででお 

17:10-17:30 VTuber『桃鉄』紅白戦 01 八雲べに/白波らむね/北口徒歩 2 分  

/ゴロー2000 才  

17:30-18:00 君も MS に乗らないか？  

『機動戦士ガンダム 戦場の絆Ⅱ』最新情報!! 

豊田萌絵/正路千暁/シュー 

18:00-18:20 VTuber『桃鉄』紅白戦 02 八雲べに/白波らむね/北口徒歩 2 分  

/ゴロー2000 才  

18:20-18:50 PS4 版『蒼き雷霆 ガンヴォルト 鎖環（ギブス）』  

先行プレイ＆最新情報!!!! 

青木瑠璃子/佐々木李子/會津卓也  

/おしょう 

18:50-19:10 VTuber『桃鉄』紅白戦 03 八雲べに/白波らむね/北口徒歩 2 分  

/ゴロー2000 才  

19:10-19:40 『ガングレイヴ ゴア』実機プレイ披露！   

『マウント&ブレイド２』家庭用も映像で紹介 SP 

豊田萌絵/ロベルト・ポントウ/キム・ケイ 

/北口徒歩 2 分  

19:40-19:50 VTuber『桃鉄』紅白戦 04 八雲べに/白波らむね/北口徒歩 2 分  

/ゴロー2000 才  

19:50-20:50 ベセスダ・ソフトワークス注目タイトル大集合  青木瑠璃子/レイナ・ボラノス/コンタカオ 

20:50-21:50 VTuber『桃鉄』紅白戦 05 -決着- 八雲べに/白波らむね/北口徒歩 2 分  

/ゴロー2000 才  

 

【DAY02】 

時間  コーナー  出演者  

16:10-16:15 開会式 DAY02 青木瑠璃子/中島由貴  

/ロマンシング★嵯峨  

16:15-17:10 『黎の軌跡Ⅱ』発売直前生放送！  

社長メッセージと体験版プレイをお届け！！  

中島由貴/ジュンキ/染谷広人  

17:20-17:50 『No Man's Sky（ノーマンズスカイ）』で無限の宇宙を

探索しよう！  

青木瑠璃子/おしょう/hororo 

17:50-18:10 VTuber『マリパ』紅白戦 01 八雲べに/白波らむね/北口徒歩 2 分  

/ゴロー2000 才  

18:10-18:40 和風 3D ダンジョン RPG『残月の鎖宮』で 

“ハクスラの原点”を体感！  

中島由貴/藤川 Q 

18:40-19:00 VTuber『マリパ』紅白戦 02 八雲べに/白波らむね/北口徒歩 2 分  

/ゴロー2000 才  

19:00-19:30 ヴァイオレットと遊ぶ『トリニティトリガー』！  青木瑠璃子/礒部たくみ/おしょう 

19:30-19:50 VTuber『マリパ』紅白戦 03 八雲べに/白波らむね/北口徒歩 2 分  

/ゴロー2000 才  

19:50-20:50 『CoD MW2』白熱の 6vs6 に突撃スペシャル生放送  中島由貴/恭一郎/hororo 

20:50-21:50 VTuber『マリパ』紅白戦 04 -決着- 八雲べに/白波らむね/北口徒歩 2 分  

/ゴロー2000 才  

 

※やむを得ない事情により、予告なく配信日時、配信内容、出演者が変更になる場合がございます。 

 

◆◇ プログラム ◇◆ 



 

◆「ファミ通」について 

 

 

 

 

 

あらゆるゲーム情報を取り扱う、国内最大級のゲーム情報総合メディア。1986 年より刊行しているゲーム総

合誌『週刊ファミ通』（毎週木曜日発売）をはじめ、ゲーム・エンタメ情報サイト「ファミ通 .com」、スマホゲー

ム情報サイト「ファミ通 App」といった WEB サイトを展開。そのほか、子ども向けゲーム情報誌『てれびげー

むマガジン』、「ファミ通チャンネル」や「ファミ通 App YouTube チャンネル」などの動画配信チャンネル、攻略

本やビジュアルファンブックなど、ファミ通グループではさまざまなメディアやコンテンツを展開しています。 

「ファミ通 .com」公式サイト：  https://www.famitsu.com/ 

 

 

◆「ゲームの電撃」について 

 

 

 

 

 

電撃が贈るゲームメディアブランド。ゲームを中心にさまざまなエンタメ情報を毎日配信する WEB サイト「電

撃オンライン」 、ゲーム攻略本や設定資料集などの書籍を発売する「電撃の攻略本 」 、すべての

PlayStation ファンへ向けて深く濃い情報を WEB で発信する「電撃 PlayStation」、ゲーマーに贈るニンテン

ドー専門誌『電撃 Nintendo』（偶数月 21 日発売）など、多岐にわたる媒体で展開しています。 

「電撃オンライン」公式サイト：  https://dengekionline.com/ 

 

 

◆KADOKAWA Game Linkage について 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 KADOKAWA Game Linkage（代表取締役社長：豊島  秀介）は、株式会社 KADOKAWA の 100％

子会社です。 

「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、WEB サービス運営、動画配信といった

ゲームメディア事業を展開しています。そのほか、グッズ制作やイベント企画・運営、e スポーツマネジメント

など、ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。ゲームとユーザーの熱量を高め、ゲーム

の面白さや楽しさをさらに広げてまいります。 

公式サイト URL：  https://kadokawagamelinkage.jp 

 

https://www.famitsu.com/
https://dengekionline.com/
https://kadokawagamelinkage.jp/

