平成 29 年 6 月 16 日
株式会社ビックカメラ

“AKIBA ビックマップ”ついに完成！！
～6 月 22 日、「ビックカメラ AKIBA」グランドオープン！～
株式会社ビックカメラ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長 宮嶋 宏幸）は、秋葉原電気街
中央通りに、
家電製品を中心とした専門店
「ビックカメラ AKIBA」
を、平成 29 年 6 月 22 日
（木）、
グランドオープンいたします。
また、同日、ビックカメラグループは、それぞれ専門性をもった「ビックカメラ AKIBA」と
「ソフマップ AKIBA」の全 6 店舗を総称した“AKIBA ビックマップ”が完成いたします。

11 代目 まぷ子 ＆ アキバたん

「ビックカメラ AKIBA」外観イメージ

“AKIBA ビックマップ”ロゴ

世界のアキバとして名をとどろかせる「秋葉原電気街」は、家電・サブカルチャー、そして
観光の街として多くの人々で賑わっています。
このたび完成する“AKIBA ビックマップ”は、最新家電やアニメ・ゲーム・アイドルグッズな
どのサブカルチャー商品、羽田や成田などの国際空港で人気の土産菓子などの幅広い商品を、総売場
面積 10,000 ㎡超を活かして展開いたします。
また、
それぞれの店舗に専門性を持たせることにより、
商品の探しやすさや買いやすさをも両立させています。
このほか、“AKIBA ビックマップ“でしか体験できない様々なキャンペーンやイベントを開催
するなどし、秋葉原電気街を盛り上げてまいります。
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＜「ビックカメラ AKIBA」店舗概要＞
「専門店の集合体」として、カメラ、パソコン、テレビ、オーディオ、生活家電、美容家電、
スマートフォン、時計、ゲーム、おもちゃ、文房具、トラベル用品、ゴルフ、自転車、お酒、
メガネ・コンタクト、くすり・日用品など、幅広く取り揃えます。
■特徴
・羽田や成田などの国際空港で人気の土産菓子を取扱い！
・家電小売業界初導入！最新の IoT LED 照明、フィリップス「Hue（ヒュー）」の VR 体験！
・関東エリアのビックカメラ初導入！楽天モバイルコーナー！
・コスプレイヤーも必見！カラーコンタクトレンズ、メガネ、サングラスの専門売場！
・ベビー用品や幼児玩具、プラレール、トミカ、ランドセルなど、ファミリー向けのおもちゃも充実！
・大好評のビットコイン決済を導入！

ビックカメラのテーマソング「AKIBA バージョン」誕生
5 月にビックカメラ公式 Twitter にて、
「ビックカメラ AKIBA」のテーマソングを募集し、
皆様から多数ご応募いただいた中から決定いたしました。
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「ビックカメラ AKIBA」の擬人化キャラクター「アキバたん」誕生
～秋葉原にまつわるモチーフをふんだんに取り入れています～

メイドをイメージした
「猫耳ヘッドドレス」

千代田区の花「さくら」
ビックカメラの“B”と、
あの有名な“ソフマップ背景”の
「缶バッヂ」
※「ビッカメ娘」
https://biccame.jp/

＜基本データ＞
店 舗 名 称：ビックカメラ AKIBA
所 在 地：東京都千代田区外神田 4-1-1 地上 1 階～7 階
売 場 面 積：約 4,700 ㎡
営 業 時 間：午前 10 時から午後 9 時
電 話 番 号：03-6260-8111

2

＜グランドオープン記念キャンペーン＞
①ビックでマック！？マップでビッグ！？“AKIBA ビックマップ”コラボキャンペーン！
スタンプラリー開催！
期

間：平成 29 年 6 月 22 日（木）～25 日（日）

対象店舗：ビックカメラ AKIBA、およびソフマップ AKIBA 全店
内

容：対象店舗において、1 会計税込 1,000 円以上お買い上げいただいたお客様を対象に
スタンプカードを配布いたします。スタンプ設置店舗において、合計 4 種類のスタ
ンプを集めると、
「ビックカメラ AKIBA」にて、豪華賞品が当たるスロットゲーム
にチャレンジいただけます。

賞

品：

ビックマップ賞（150 名様）
ビックカメラギフトカード 1,000 円分

・

ビッグマック賞（300 名様）
商品引換券（ビッグマック）
参加賞
商品引換券（ポテト S またはドリンク S）

②「ビットコイン」導入記念キャンペーン！
6 月 22 日（木）から 7 月 2 日（日）の期間中、
「ビックカメラ AKIBA」で 1 万円以上のビット
コインご利用で、先着 100 名様に 500 円相当のビットコインをプレゼントいたします。
③「歴代まぷ子のオリジナルクリアしおり」プレゼントキャンペーン開催！
期

間：平成 29 年 6 月 22 日（木）～なくなり次第終了

対象店舗：ソフマップ AKIBA 全店
内

容：対象店舗で、1 会計税込 500 円以上お買い上げいただいたお客様を対象に、「歴代
まぷ子オリジナルクリアしおり」（1 枚）をプレゼントいたします。
※絵柄はお選びいただけません。

以上
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（別紙）

「ビックカメラ AKIBA」フロア概要
取り扱い品目／サービス

フロア
7F

ゴルフ、自転車、おもちゃ、ゲーム

6F

冷蔵庫、洗濯機、エアコン、キッチン家電、照明

5F

カメラ、ビデオカメラ、テレビ、レコーダー

4F

3F

パソコン、プリンター、文房具
／サービスサポートカウンター
スマートフォン、携帯電話、格安スマホ、格安 SIM、オーディオ
／格安スマホ・格安 SIM カード即時発行カウンター

2F

ビューティー家電、化粧品、健康家電、時計、メガネ、コンタクトレンズ、トラベル用品

1F

くすり、日用品、お酒

「ソフマップ AKIBA」①～⑤号店 店舗概要
旧店舗名

新店舗名

取り扱い品目

サービス

アキバ☆ソフマップ

ソフマップ AKIBA①号店
サブカル・モバイル館
（外神田 3-13-12）

スマートフォン、タブレット、ゲーム、
アニメ・アイドル CD、ホビーなど

アイドルライブ

リユース総合館

ソフマップ AKIBA②号店
パソコン総合館
（外神田 3-13-8）

パソコン、タブレット、パソコン周辺
機器、ゲーミング関連、スマートフォン
など

買取カウンター

Mac Collection

ソフマップ AKIBA③号店
Mac Collection
（外神田 3-13-7）

Mac、iPhone、iPad、Apple 純正アクセ
サリ、DTM/DAW など

Apple 製品修理
サービスカウンター、
買取カウンター

アミューズメント館

ソフマップ AKIBA④号店
アミューズメント館
（外神田 1-10-8）

ゲーム、フィギュア・プラモデル、音楽・
映像ソフト、パソコンゲームソフトなど

イベント会場

中古パソコン駅前店

ソフマップ AKIBA⑤号店
中古デジタル館 買取センター
（外神田 1-16-9 1F）

中古商品：デジタルカメラ、パソコン、
スマートフォン、タブレット、ゲーム、
音楽・映像ソフトなど

買取カウンター

1 号店

※詳細：http://www.biccamera.co.jp/ir/news/pdf2017/pr_170529.pdf#zoom=90
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（マップ劇場）

