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各位       2014 年 8 月 15 日 
 

一般社団法人ナレッジキャピタル 

株式会社 KMO 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

一般社団法人ナレッジキャピタル（代表理事：宮原 秀夫） および株式会社ＫＭＯ（代表取締役：間渕 豊）は、2014 年 8 月 9 日（土）～8 月 29 日

（金）の期間、「初音ミクをみんなでつくろう！ in ナレッジキャピタル」を開催しています。 
 

本日 8 月 15 日（金）、ナレッジシアターにメインコンテンツとなる「ミクをつくろうの館」がオープン。“みんなでミクをつくる”をテーマに、初音ミクを体験できるさま

ざまな参加型ワークショップが登場しました。会期中に来場者約 1,000 人が積木を積み上げて制作する「ミクの積木タワーと動画ミクを探そう！」（無料）のワ

ークショップでは、子どもから大人まで自分オリジナルの初音ミクを積み木にデザインする姿が見られました。また積木の中には全 7 種類の AR 動画マーカーが

隠れており、スマートフォンをかざすと初音ミクの動画が出現するしかけに、来場者は驚きを隠せない様子でした。その他にも、水・空気・シリコン以外のどんな

素材にも貼付けできるシールを利用した「オリジナルＴシャツづくり」（1,000 円）や、ガラスなどに貼れるシールをつくるワークショップ「びにぺた」（400 円）は親子に

大人気。特に「オリジナルＴシャツづくり」は、洗濯しても剥がれず、留めるを極限まで追求した、この最新技術を使ったシールを体験できる試みであり、本イベ

ントが日本初となりました。ワークショップに参加された千葉県在住の駒野さん親子は「昔から初音ミクファンです！ペタッと貼るだけで、いつものアイテムにミク

が登場するので嬉しいです。」と満足そうな笑み。お子さんの優羽ちゃんも「とっても簡単でかわいい。お母さんと一緒につくれてたのしかった。」いうご感想をい

ただきました。 
 

会場内には、ナレッジキャピタルオリジナルや大阪初公開となる初音ミク作品が一堂に展示され、中でも初音ミクの等身大フィギュア「深海少女」は、横に

立って初音ミクとツーショットとばかり駆け寄る初音ミクファンで賑わいました。スタンプラリーを終え、初音ミクのオリジナルグッズを手に入れた寺田さん親子は

「体験コーナーが沢山あって子供と一緒に楽しめました！マジカルミライ 2014 に向けて、「初音ミク」、「ボーカロイドの魅力」などを小さい子どもにも伝えられる

きっかけになり、素敵な夏の思い出になりました。」とコメントしていました。 

 

今後は、昨年に横浜アリーナで初めて開催され、約 15,000 人を動員した「マジカルミライ」が 8 月 30 日（土）に大阪に初上陸することと、初音ミク「マジカ

ルミライ 2014」OFFICIAL ALBUM の発売を記念した『初音ミク×謎解きゲーム「マジカルミライクエスト」 supported by ナゾメイト』を 8 月 22 日（金）より世

界初開催。さらに、8 月 29 日（金）には「マジカルミライ 2014 前夜祭 in ナレッジキャピタル」として、初音ミクの生みの親であるクリプトン・フューチャー・メディア

㈱代表取締役 伊藤博之氏や、初音ミクブームの火付け役となったマルチクリエイター・Otomania（オトマニア）氏らによる講演など、「マジカルミライ 2014」に

向け、さまざまなイベントで盛り上げていきます。 
 

今年の夏休みは知的創造拠点「ナレッジキャピタル」で、ご家族やご友人と一緒に初音ミクの世界をお楽しみください。 

 
「初音ミク」とは … http://piapro.net 
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した「歌を歌うソフトウェア」であり、その「パッケージキャラクター」。アマチュアクリエイター達によるインターネット

上への楽曲・動画投稿を機に、一躍人気に。キャラクターとしても注目を集め、国内外でグッズ展開、コンサートが行われるなど多方面で活躍。 
 
「マジカルミライ 2014」とは … http://magicalmirai.com 
「初音ミク」を取り巻く創作文化の“今”を発信するイベント。8 月 30 日にインテックス大阪、9 月 20 日に東京体育館での開催を予定しており、2 会場ともに

コンサートを実施。多様なクリエイターたちが創作した楽曲を「初音ミク」が歌い、観客と一体となってステージを創り上げる。展示エリアのある大阪会場では、

クリエイター作品の展示をはじめとする“初音ミクの創作文化”を取り上げたブースを展開し、入場者が参加できる創作企画も実施。 

グランフロント大阪 知的創造拠点「ナレッジキャピタル」 

本日「ミクをつくろうの館」が OPEN！大阪初公開作品も一堂に展示 

「初音ミクをみんなでつくろう！ in ナレッジキャピタル」開催 
 

期間： 2014年 8 月９日（土）~ 8月 29日（金） 

場所： ナレッジキャピタル 各所（大阪市北区大深町 3-1 グランフロント大阪 北館） 

    ＜メイン会場＞ナレッジキャピタル 4F ナレッジシアター「ミクをつくろうの館」 
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開催概要 
 

 

 

「ナレッジキャピタル」とは  … 

2013 年 4 月 26 日に開業したグランフロント大阪の中核施設。ナレッジキャピタルは、「感性」と

「技術」の融合により「新たな価値」を創造する知的創造拠点です。一般生活者から世界一の 

技術を持つ人や会社まで、さまざまな人々の交わりから、今までにない商品、サービスや人材など

を生み出すことを目指します。多様な用途の場（施設）と、コラボレーションを促進させる機能  

（人的支援）を提供し、「産業創出」「文化発信」「国際交流」「人材育成」を図ります。 

 

 

 

 

※本イベントの詳細は、公式 HP＜http://kc-i.jp/miku＞をご参照ください。 

正式名称 “初音ミクをみんなでつくろう！ in ナレッジキャピタル” 

開催日時 2014 年 8 月 9 日（土） ～ 8 月 29 日（金） 

開催場所 
ナレッジキャピタル 各所 （大阪市北区大深町 3-1 グランフロント大阪 北館） 

メイン会場：ナレッジキャピタル 4F ナレッジシアター「ミクをつくろうの館」 

入場料 無料  ※一部体験料 

イベント内容 
※詳細は次頁より 

★ コラボカフェメニュー 

【8/9(土)～8/29(金) 場所： 1F カフェラボ、3F ＵＲＧＥ ～Event Café & Present Labo～】 

・・・初音ミクをイメージしたオリジナルフードやドリンクを 2 店舗にて展開 
 

★「ミクをつくろうの館」 

◎ “みんなで初音ミクをつくる” 

【8/15(金)～8/29(金) 場所： 4F ナレッジシアター「ミクをつくろうの館」】 

・・・ミクの積木タワー制作、オリジナル T シャツづくり、ボーカロイド講座、イラスト講座、他 

◎ 初音ミク作品の大阪初公開 

【8/15(金)～8/29(金) 場所： 4F ナレッジシアター「ミクをつくろうの館」】 

・・・イラストレーターU35 氏の「初音ミクをみんなでつくろう！ in ナレッジキャピタル」イベント 

メインビジュアルのパネル展示、「深海少女」等身大フィギュアの特別展示、他 
 

★ 特別イベント 

◎ 「初音ミク サマースタンプラリー2014 in ナレッジキャピタル」 

【8/15(金)～8/29(金) 場所： ナレッジキャピタル各所】 

・・・ナレッジキャピタル限定描き下ろしイラストを含む景品付き 

◎ 『初音ミク×謎解きゲーム「マジカルミライクエスト」 supported by ナゾメイト』 

【8/22(金)～8/29(金) 場所： ナレッジキャピタル各所】 

・・・世界初・初音ミクの謎解きゲーム 

◎ 「マジカルミライ 2014 前夜祭 in ナレッジキャピタル」  

【8/29(金)18：30～20：00 場所： 4F ナレッジシアター「ミクをつくろうの館」】 

・・・クリプトン・フューチャー・メディア㈱ 代表取締役 伊藤博之氏らによる講演、他 

主催 一般社団法人ナレッジキャピタル、株式会社ＫＭＯ 

協力 クリプトン・フューチャー・メディア㈱、ムービックプロモートサービス 

WEB サイト 公式ＨＰ： http://kc-i.jp/miku 

一般お問い合わせ先 一般社団法人ナレッジキャピタル  電話：06-6372-6530（平日 9:00-17:00） 

ナレッジキャピタルに関する 

お問い合わせ 

一般社団法人ナレッジキャピタル  担当：稗方（ひえかた）、古市、山本 

電話：06-6372-6427  ＨＰ：http://kc-i.jp 
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イベント内容詳細 ① 
 

★ コラボカフェメニュー 

日時： 8 月 9 日（土）～8 月 29 日（金）  

内容： ナレッジキャピタルの 2 店舗にてオリジナルミクメニューを提供 

１） 「初音ミク in CAFE Lab.」（ナレッジキャピタル 1F） 

・初音ミクをはじめとするクリプトン・フューチャー・メディアの 6 キャラクター 

それぞれをイメージしたフードやドリンクを、ノベルティのコースターとセット

にして販売（各 580 円・税込み） 

・店舗内本棚には期間中、初音ミクを中心とした雑誌や書籍を展開 

・ショーケースには期間中、初音ミクグッズを展示 

・常設電子タブレット端末で、初音ミクの楽曲動画を視聴 

２） 「URGE ～Event Café & Present Labo～」 （ナレッジキャピタル 3F） 

初音ミクやマジカルミライ 2014 とコラボレーションしたパンケーキやピザ（各 1,200 円税抜き）、 

ドリンク（700 円税抜き）を販売。 

 

★「ミクをつくろうの館」 

■“みんなで初音ミクをつくる” 

日時： 8 月 15 日(金)～8 月 29 日（金） 

＜月～金＞11:00～最終受付 18:30 ／ ＜土～日＞ 11:00～最終受付 19:30 

場所： ナレッジキャピタル 4F ナレッジシアター 「ミクをつくろうの館」 
 

コンテンツ抜粋（一部） 

◎ミクの積木タワーと動画ミクを探そう！ 

【日時】 随時 ※当日先着受付 

【料金】 無料 

期間中に来場者が積木を積み上げてミクタワーオブジェを制作し、展示。 

積木の中には AR 動画マーカーが隠れており、ミクの動画が見ることができる仕組みも。 

オブジェ制作協力：増野智紀氏（造形アーティスト）／梅花女子大学 
 

◎ナレッジキャピタルオリジナルＴシャツづくり 

【日時】 随時 ※当日先着受付 

【料金】 1,000 円 

ナレッジキャピタルの会員制サロン「ナレッジサロン」で出会い、起業した会社「QuickPut LLC,」

とナレッジキャピタルがコラボレーションし、最新の技術によるシールを利用したナレッジキャピタル

のオリジナルミクＴシャツをつくることができます。 

このシールを体験し、手に入れることができるのは、本イベントが日本初となります。 
※技術について：シールのように貼るだけの全く新たなプリント製品。留めるを極限まで追求した技術製品 

「Quick Put」は、水・空気・シリコン以外のどんな素材にも貼付けできる画期的な技術製品です。 

高い伸縮性・耐水性・摩擦耐性を持ち、洋服に貼付けて洗濯しても剥がれません。 

（詳細：http://www.quickput.net） 
 

◎有名クリエイターによる初音ミク作曲講座 

【日時】 8 月 16 日（土）・17 日（日） 各日 ①13:00～14:30 ②15:30～17:00 

【料金】 500 円 ※事前申込制 

【定員】 各回 10 名 ※事前募集制 

Otomania 氏によるボーカロイド作曲講座を開催。 
※Otomania(オトマニア)プロフィール：音楽制作から動画制作、デザインなどをこなすマルチクリエーター。 

初音ミクブームの火付け役。 
 

◎電子タブレットによるイラスト講座 

【日時】 8/23（土）、24 日（日） 各日 ①13:00～14:30 ②15:30～17:00 

【料金】 500 円 ※事前申込制 

本イベントに合わせ、ナレッジキャピタルオリジナルの初音ミクイラストを描きおろしたＵ35 氏に

よるタブレットを使ったイラスト講座を開催します。 
※U35(うみこ)プロフィール：11 月 17 日生まれ。島根県出身、大阪府在住のイラストレーター。 

ミクの積木 

カフェラボ限定コラボドリンク 

illustration by MONQ 

© Crypton Future Media, INC. 

www.piapro.net 

Produced by  

illustration by 黒獅子 

© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net 

コースター 
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◎ベベチオとつくる、ミクへの歌 

【日時】 8/23（土）、24 日（日） 13:00～17:00（約 15 分間） 

【料金】 無料 ※当日先着受付 

初音ミクをイメージしたフレーズを書いてもらい、それをベベチオスタッフと一緒に音にして歌える 

なりきりスペース。ミクになりきって、楽しく歌おう！ 

 

■初音ミク作品の大阪初公開 

日時： 8 月 15 日(金)～8 月 29 日（金） 

＜月～金＞11:00～最終受付 18:30 ／ ＜土～日＞ 11:00～最終受付 19:30 

場所： ナレッジキャピタル 4F ナレッジシアター 「ミクをつくろうの館」 

内容： 大阪初公開の作品の数々を展示します。 

１） ナレッジキャピタルオリジナル描き下ろしイラスト展示 

２） 人気イラストレーターによる初音ミクのイラスト展示 

３） ミクを知ることのできる展示 

ミクの「どこからきたの？」来場者分布図、世界最大のボカロ楽曲レーベル

「KARENT」の楽曲視聴、等 

４） 初音ミク 等身大フィギュア「深海少女」の特別展示 

５） 「マジカルミライ 2013」 映像上映 

 

★ 特別イベントの開催 

■「初音ミク サマースタンプラリー2014 in ナレッジキャピタル」 

日時： 8 月 15 日（金）～8 月 29 日（金） 11:00～18:00 

場所： ナレッジキャピタル 各所 

内容： スタンプラリー形式で、ナレッジキャピタル内にあるポイントを回り、ミクに関するクイズを解きながらキーワードを作ろう。 

正解すると景品をプレゼント。 

＜景品＞ナレッジキャピタルオリジナルクリアファイル、ステッカー、他 

 

■『初音ミク×謎解きゲーム「マジカルミライクエスト」 supported by ナゾメイト』 

日時： 8 月 22 日（金）～8 月 29 日（金） 

＜月～金＞11:00～最終受付 17:00 (参加制限時間 19:00 まで) 

＜土～日＞11:00～最終受付 18:00 (参加制限時間 20:00 まで) 

内容： 世界初となる初音ミクの謎解きゲームを開催します。 

館内各所を巡って難問にチャレンジ！ 

・「マジカルクエスト情報ページ」  

http://www.nazomate.com/miku_nazo 

・「初音ミク『マジカルミライ 2014』OFFICIAL ALBUM」情報ページ」 

http://magicalmirai.com/2014/official_cd.html 
＜景品＞クリア賞：「特製クリア認定証」(全 3 種/プラスチック特製仕様) 

クリアできなかった方：「特製参加賞」(全 1 種/プラスチック特製仕様) 

チケット： 前売券 1,300 円（税込み）、当日券 1,500 円（税込み） 

※イープラスにて販売中。 http://eplus.jp/magicalmiraiquest 

※前売り券の販売は、8 月 21 日まで。予定数に達し次第、販売終了となります／期間中 1 回有効 

 

■「マジカルミライ 2014 前夜祭 in ナレッジキャピタル」 

日時： 8 月 29 日（金） 18:30～20:00 

場所： ナレッジキャピタル 4F ナレッジシアター 「ミクをつくろうの館」 

内容： インテックス大阪で開催される「マジカルミライ 2014」前日に、 

初音ミクについて語る講演会（2 部構成）を開催。 

第１部    文化（カルチャー）としての初音ミク 

第２部    世界に向けたボーカロイドコンテンツの産業創出の展望 

   出演者： クリプトン・フューチャー・メディア㈱ 代表取締役 伊藤博之氏、Otomania 氏、他 
※伊藤博之（いとうひろゆき）プロフィール：1965 年、北海道生まれ。1995 年、クリプトン・フューチャー・メディア 

株式会社を札幌市に設立。効果音や BGM、携帯電話の着信メロディなど、音に特化した事業を展開。 

2007 年、音声合成ソフト『初音ミク』を発売、大ヒット商品となる。 

定員： 100 名様／当日 11 時より整理券を配布 ※無料                                   以上 

   マジカルミライクエスト キービジュアル 

illustration by MONQ 

© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net 

伊藤博之氏 

  等身大フィギュア「深海少女」 

designed by ODESSA(はるよ＆ﾏｸｰ)   

© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net 


