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2013年 7月 11日 

各 位 

      一般社団法人ナレッジキャピタル 

      株式会社KMO 

『初音ミク in KNOWLEDGE CAPITAL ～ミクが遊びにやってきた～』 

7月12日よりスタート 
 

第1弾：『初音ミクのかくれんぼ』（7/12～8/6開催） 

第2弾：『初音ミク降臨ＡＲライブ』（7/12～8/6開催） 

第3弾：『HATSUNE Appearance in Knowledge Capital supported by au』（8/3～8/7開催） 

 

 一般社団法人ナレッジキャピタル（代表 

理事：宮原 秀夫）ならびに株式会社 KMO

（代表取締役社長：間渕 豊）は、うめきた・

グランフロント大阪の中核施設「ナレッジキ

ャピタル」にて、2013年 7月 12日（金）

より『初音ミク in KNOWLEDGE CAPITAL 

～ミクが遊びにやってきた～』を開催します。 

本イベントは、ナレッジキャピタルのコン

セプトである、“「感性」と「技術」の融合に

よる「新たな価値」の創造”をまさに体現す

る「初音ミク」とコラボレーションするものです。初音ミクは、音声合成ソフトウェアとして誕生して

以来、数多くの楽曲を生み出し、小説や舞台、最近では「美術手帖」でも紹介されるなど、バーチャル

アイドルの範囲を超え「未来的なアイドル」として幅広い世代に人気があります。 

クリエイターの持つ感性と先端技術が組み合わさり、新たにさまざまなものを生み出していく「初音

ミク」と、「感性」と「技術」の融合をコンセプトに新しい価値を創造する「ナレッジキャピタル」が

コラボレーションし、ここでしかできない体験を来場する皆さまへお届けします。 

 

＜本イベントのストーリー＞ 

「大阪にあるナレッジキャピタルが面白い！」と、うわさを聞きつけた初音ミクが、

遊びにやってきます。館内のさまざまな所を周るミク。この場所を気に入った様子

のミクはナレッジキャピタルでライブをすることを決めました。 

 

 

 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

一般社団法人ナレッジキャピタル 

電話：06-6372-6427／FAX：06-6359-2970 

【ナレッジキャピタル 公式ホームページ】 

http://kc-i.jp/ 
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１．第 1 弾：『初音ミクのかくれんぼ』 

ナレッジキャピタルを訪れた初音ミクは、ナレッジキャピタ

ルの各所で遊んでいます。来場者は、ナレッキャピタル内に設

置されたれた AR マーカーを探し出し、スマートフォンで AR

アプリを使用すると、「ぶらぶらミク」「おいでおいでミク」「う

たたねミク」「びっくりミク」など、ナレッジキャピタルの 6

ヵ所で遊んでいる動きのある初音ミクを見ることができます。 

ミクを探し当てると「初音ミクオリジナルステッカー」を受

け取ることができ、全てを探し当てると「ナレッジキャピタル

先行配布ぐらコレレアカード(※)」といったレアグッズも獲得

することができます。また、1 日に 1 つしか当たらない特別賞も設

定しました。ゲーム感覚でナレッジキャピタルの施設を周り、毎日

チャレンジしていただけます。 

※初音ミクぐらふぃコレクション（ぐらコレ）は、クリプトン・フューチャー・

メディア（株）が企画・開発・運営する初音ミクをはじめとしたキャラクター

イラストを用いたソーシャルカードゲームです。 

 

開催期間： 2013年 7月 12日（金）～8 月 6 日（火） 

開催時間： 10：00～20：00 

開催場所： ナレッジキャピタル各所（グランフロント大阪北館） 

参加：  無料 

景品の交換： ナレッジキャピタル インフォメーション 

（グランフロント大阪 北館 1階） 

 

２．第 2 弾：『初音ミク降臨ＡＲライブ』 

初音ミクファンならだれもが知っている名曲「Tell Your 

World」[作詞・作曲・編曲：kz(livetune)]の AR ライブをナレ

ッジプラザで開催します。来場者が AR アプリを使用してステ

ージにスマートフォンをかざすと、等身大の初音ミクがライブ

をしている姿を 360度好きな角度から見ることができ、大勢の

人が同時に鑑賞できるプレミアステージを楽しめます。大勢で

ライブを見るほど、ステージ演出が変化していきます。  

開催期間： 2013年 7月 12日（金）～8 月 6 日（火） 

開催時間： 10：00～20：00の間、10 分おきにライブを開催 

開催場所： ナレッジプラザ（グランフロント大阪北館 1階） 

参加：  無料 
 

 

※第一弾および第二弾イベントにおける対応機種（動作環境） 

Android OS4.0 以上が搭載されたカメラ付き端末（一部機種では正常に作動しな

いことがあります。）イベント期間中、端末の貸出も行います。端末のカメラで

ミクを撮影していただくことができます。  
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３．第 3 弾：『HATSUNE Appearance in Knowledge Capital supported by au』 

関西で「初」となるHATSUNE Appearance『夏祭初音鑑（かが

み）』の一部を先行公開します。本公演は、東京・秋葉原で 2013年

8月 21日（水）から 29日（木）に開催される ANGEL Project（※）

旗揚げ公演に先駆け上演します。2012 年 9 月に横浜・八景島シー

パラダイスでプレビュー公演が開催され、独特の演出と 3D 映像で

話題となった「HATSUNE Appearance」がパワーアップします。 

今回、ナレッジキャピタルに参画する「au」も本イベントをサポ

ートし、ナレッジキャピタル 3階の「au OSAKA」店舗内でもさま

ざまな初音ミクを楽しむことができます。夏の大阪に、立ち姿涼や

かに歌姫が君臨し、大阪ならではの演出も織り込んだ、初音ミクの

歌と舞をお届けします。 

※ANGEL Project は、MMD（3DCG ムービーを制作するソフトウェア

「MikuMikuDance」）を使って映像を手掛ける才能豊かな CGクリエイターを

起用し映像を制作する、はつあぴ夏製作委員会を中心としたプロジェクトです。 
 

開催期間： 2013年 8月 3日（土）～8月 7日（水） 

 平日 5回、土・日曜日 6回の計 27公演 

開催場所： ナレッジシアター（グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル 4 階） 

チケット料金： 2,100 円（税込み） 

主催： 一般社団法人ナレッジキャピタル 

協賛： KDDI株式会社 

特別協力： 株式会社ドミノ・ピザ ジャパン 

協力： はつあぴ夏製作委員会  

制作協力： ANGEL Project、株式会社アスキー・メディアワークス、 

 クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 

URL： http://kc-i.jp/hatsuap/ 

お問い合わせ： 一般社団法人ナレッジキャピタル（電話 06-6372-6427） 
 

＜チケット一般販売について＞ 

「チケットぴあ」より販売中 

【電話予約】  一般発売日初日／0570-02-9570（10：00～23：59） 

一般発売日以降／0570-02-9999（Pコｰド：205-164） 

【取り扱い店舗】  全国のチケットぴあ店舗、セブン-イレブン、サｰクル K・サンクス 

【チケットぴあ HP】 http://pia.jp/t/kc-i/（PC・モバイル共通） 
 

＜全 27公演 タイムテｰブル＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

illustration by ままま  
（C）ANGEL Project   
(C)Crypton Future Media, 
INC. 
www.piapro.net 

※開場時間は、各開演時間の 30分前を予定。 

http://kc-i.jp/hatsuap/
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なお、「HATSUNE Appearance」公演前日の 8月 2日（金）に、プレス・関係者試写会を行います。

（詳細は別途ご案内いたします。） 

 

① 「HATSUNE Appearance」グッズ販売 

公演前日の 8 月 2 日（金）より 7 日（水）の期間限定で、公演会場であるナレッジシアターにて、

「HATSUNE Appearance」グッズ等を販売します（販売時間は未定）。 

 

② 「THE 世界一展」すごい！ステージにクリプトン・フューチャー・メディア伊藤社長が登場 

8月 2日（金）に、『HATSUNE Appearance』一部先行上演を記念し、「THE 世界一展」すごい！ス

テージに、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 伊藤博之社長が登場します。「初音ミク」の

生みの親である伊藤社長がミク誕生について、そしてナレッジキャピタルとのコラボレーションについ

て語っていただきます。 

 

 

４．その他のコラボレーション 

① 大手前大学「スイーツ・ラボ」が贈る『スイートミク・スイーツ』を販売 

 ナレッジキャピタル4階の「スイーツ・ラボ produced by Otemae Univ.」

では、7月 12日（金）から 8月 4日（日）まで、大手前大学が贈るオリ

ジナルスイーツとして『スイートミク・スイーツ』（1個 390円）を限定

販売します。ミクにプレゼントしたいスイーツをコンセプトにチーズ、

ラズベリー、ホワイトショコラを使い、ナレッジプラザをイメージした

球体にミクの髪の色をイメージしたグラッサージュでコーティングし、トップには、ミクの“M”をア

クセントとしてコラージュしたムースを販売します。 

※ 販売期間：7月 12日（金）～8月 4日（日）土日祝日のみ 1日限定 20個販売（7月 12日は販売） 

 

② 「サブウェイ野菜ラボ」白髪ネギトッピングでミクコラボサンドに。 

ナレッジキャピタル 2階の「サブウェイ野菜ラボ」では、コラボサンド

として『炭火てりやきチキン＋白髪ねぎトッピング』（500 円）を限定 1

日 20 食販売します。インターネット上やアニメ作品で使われ、高い知名

度をもつフィンランド民謡『イエヴァン・ポルッカ』を初音ミクに歌わせ

た際、ネギを持たせたことで「初音ミクと言えばネギ」というイメージが

浸透しており、今回、店舗数世界 No.1 のサブウェイとのコラボレーションでネギトッピングが特別に

実現しました。 

※ 販売期間：7月 12日（金）～8月 6日（火）限定 1日 20食 
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③ 『カフェラボ with 初音ミク』 

 The Lab. みんなで世界一研究所 1階の「カフェラボ」では、7月 5日（金）から 8月 6日（火）ま

で（7/13～7/20 は除く）、等身大ミクパネルが登場するほか、初音ミクについてより詳しく知ることが

できる展示や関連雑誌、書籍の閲覧ができます。7 月 21 日（日）から 8 月 6 日（火）までは、カフェ

ラボ店内に常設している電子端末で『KARENTミュージックビデオコレクション（※）』も見ることが

できます。また、「カフェラボ with初音ミク」でしか食べられない 5品の期間限定スペシャルメニュー

も提供します。 

 

※KARETはクリプトン・フューチャー・メディア㈱が運営する世界最大規模のボカロ楽曲レーベルです。 

(URL http://karent.jp/) 

 

＜カフェラボ with 初音ミク スペシャルメニュー＞ 

※ 営業時間：8：00～23：00／メニュー提供は 11：00～、アルコール提供は 18：00～（L.O.22：30） 

※ スペシャルメニューについては、7/13～7/20を含め、7/5～8/6の全期間中において提供します。 

 

『たっぷり九条ねぎとグリルチキンのジンジャースパゲティ』（980円） 

初音ミクと親和性の高い「ねぎ」を使ったメニュー。 

九条ネギをたっぷりトッピングした生姜風味のスパゲティ 

『カフェラボ with初音ミク コラボセット』（1,480 円） 

ねぎたっぷりスパゲティに、緑色ミントシロップの 

ミニソフトとドリンクがついたセット 

『チョコミントパフェ』（600 円） 

ミク発祥の地「北海道」にちなみ、濃厚な北海道牛乳ソフ

トクリームに緑色のミントシロップをかけて仕上げるチ

ョコミントソフト 

『元気スムージー』（500円） 

緑とヘルシーをテーマに小松菜を使ったスムージー 

『mint♪mint♪』（600円） 

色鮮やかなミントとオレンジの爽やかなフローズンカクテル 

http://karent.jp/

