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番組 

http://ch.nicovideo.jp/channel/gegaku1230 

「ゲームのがっこう」とは？ 

ガッチマン 
ニコニコ動画でも特に数字を持っている、人気実
況者。ニコ動ゲーム実況プレイヤーでも屈指の再
生回数を誇り、高い人気を誇るニコニコ界のカリ
スマ実況プレイヤー。 

アシスタントにはゲームリテラシーの高い
タレント＆声優を起用！ 

ゲーム系代理店「ピース」と、 
「ニコニコ動画カリスマ実況プレイヤー達」が 
タッグを組んだ、 
次世代型ゲーム実況バラエティー番組です！ 
 隔週火曜２１：００～２２：３０まで 

ニコニコ動画で絶賛生放送中！ 

たかさきゆこ 
（タレント） 

※放送内容によって出演は異なります 

五十嵐裕美 
（声優） 

阿久津加菜 
（声優） 

・お気に入り登録者数：約107,915人  
・twitterフォロワー数： 約62,667人  

※2013/01/18時点 
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「ニコニコ動画」視聴者属性 

約2,853万人

■年齢層別

登録会員数 プレミアム会員数 ※1 モバイル会員数

約762万人

※1 プレミアム会員（有料会員）・・・月額525円にて、専用回線での快適な視聴や生放送の優先視聴ほか様々な特典を受けられます。

■男女比率

男性 67.3% ： 女性 32.7%

※2012年8月末現在

10代
18.0％

20代
４2.6％

30代
２1.5％

40代
12.0％

50代
3.3％

約171万人

1日当たりの平均滞在時間 96.3分

月間約811万人(ユニーク)が訪問しています

1日約1億700万PV

1日約130万コメントが寄せられます

●ニコニコ動画総動画数： 8,226,570
→内、「ゲーム」カテゴリー総動画数 3,656,314 →内、約60％が「ゲーム実況動画」
※ニコニコ動画はゲームと親和性が高く、ゲーム実況動画に興味を持つユーザーが相当数存在する。

※2012/9/3現在

約2,853万人

■年齢層別

登録会員数 プレミアム会員数 ※1 モバイル会員数

約762万人

※1 プレミアム会員（有料会員）・・・月額525円にて、専用回線での快適な視聴や生放送の優先視聴ほか様々な特典を受けられます。

■男女比率

男性 67.3% ： 女性 32.7%

※2012年8月末現在

10代
18.0％

20代
４2.6％

30代
２1.5％

40代
12.0％

50代
3.3％

10代
18.0％

20代
４2.6％

30代
２1.5％

40代
12.0％

50代
3.3％

約171万人

1日当たりの平均滞在時間 96.3分

月間約811万人(ユニーク)が訪問しています

1日約1億700万PV

1日約130万コメントが寄せられます

●ニコニコ動画総動画数： 8,226,570
→内、「ゲーム」カテゴリー総動画数 3,656,314 →内、約60％が「ゲーム実況動画」
※ニコニコ動画はゲームと親和性が高く、ゲーム実況動画に興味を持つユーザーが相当数存在する。

※2012/9/3現在

●ニコニコ動画総動画数： 8,226,570
→内、「ゲーム」カテゴリー総動画数 3,656,314 →内、約60％が「ゲーム実況動画」
※ニコニコ動画はゲームと親和性が高く、ゲーム実況動画に興味を持つユーザーが相当数存在する。

※2012/9/3現在

8,692,452 
3,745,293 

再生数：11,358,234,891 
コメント数：919,705,456 

※2013/01/18時点 
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「ゲームのがっこう」視聴者属性 
（2013/01/18現在） 
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「学校」という設定で楽しく演出 

出演者           「○○先生」 
視聴者           「生 徒」 
放送回数         「第○限目（授業）」 
紹介ソフト        「教 材」 
視聴数          「出席数」 
タイムシフト視聴     「補 修」 
 

「次回も出席（視聴）しよう！」という継続視聴が見込みやすい！ 

メリット１ 

メリット２ 

先生（出演者）から、生徒（視聴者）に対し、 
教材（紹介ソフト）の購入をスムーズに促せられる！ 



http://ch.nicovideo.jp/channel/gegaku1230 

「ゲームのがっこう」だから出来る！ 

「ゲームのがっこう」発、 
次世代実況プレイヤーを育成！ 
番組を通じて、世にまだ出ていない実況プレイヤー達を、
表舞台に立たせ、タレント的なポジションとして輩出。 
 

ガッチマンネットーワークによる 
人気実況プレイヤーの出演 

せんとす ドグマ風見 ぬどん しゃけとり 
くまごろう 

最終兵器 
俺達（ヒラ） 

暴 徒 
（踊ってみた） 

あぷりこっと* 
（踊ってみた） 

市来光弘 
（声優） 

紹介タイトルにあわせた 
豪華ゲスト出演 

「ニコニコ動画」 
人気者が集結 

←写真の「KAS」氏は自ら番組メールへ出演をオファー！ 
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番組進行の流れ 

・第一部：新作ゲーム、または過去の名作を取り上げるコーナー （60分） 
・第二部：実況プレイ向きゲームを長期に渡り詳しく紹介（30分） 
 

第一部  

第二部  

7 

ガッチ先生が 
実況プレイで 
楽しく紹介！ 

予約特典等
の紹介も♪ 

「本日の教材」 
スマートフォン、携帯ゲーム問わず、 
カリスマ人気実況プレイヤー「ガッチマン」 
が生放送で実況プレイするコーナー。 
（メーカー様プロモーション枠として提供） 

 

「ガッチ先生オススメ実況プレイ向きゲーム」 
・ガッチマンが「実況プレイ向き」のゲームを紹介 
・長期スパン（１クール～）で展開予定 

プレゼントをご提供頂ければ、視聴者への 
プレゼントをかけた「チャレンジコーナー」の 
実施が可能です。 

（６０分） 

（３０分） 

ニコニコ 
アンケート 
を有効活用 
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番組制作の流れ 

・何のために 

・いつ、どこで 

・何を伝えたいのか 

・どんな内容にしたいのか 

 

ヒヤリング 台本作成 

・コンセプト 

・番組/制作映像イメージ 

 台本にて説明 

・スケジュール 

※メールまたはお電話での、 

  確認がメインです。 

放送当日 

・リハーサル 

・放送/撮影 

「ゲームのがっこう」は、ニコニコ生放送番組制作において、 
経験豊富なスタッフが、高品質の番組を自信持って制作します。 

オリエンテーションから約2週間ほどで放送となります。（打合せ回数：1回～2回ほど予定） 

（お客様から要望をお伺いします） （企画内容を分かり易く説明） 

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン 

配
信
内
容
決
定 

最
終
確
認 

放 

送 
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過去授業（放送）実績 

累計来場者数 

※全15回、０時限目、特別番組含む（2013/01/18現在） 
 

Twitterフォロワー数：1,770人 
お気に入り登録数：5,189人 

 
第０時限目2012/06/12 (火） 

開校記念生放送！ガッチマン・ 
せんとす・ドグマ風見登場！ 
■トークのみ 

来場者数：42,774人  
コメント数：30,645 
 
第１時限目2012/06/26 (火)  

開校！第1回生放送  
MCガッチマン・実況もあるよ！ 
■探偵神宮寺三郎復讐の輪舞（３DS） 

来場者数：16,614人  
コメント数：11,367 
 
第２時限目2012/07/10(火)  
MCガッチマンがバットマンを実況！ 
ゲストに「しゃけとりくまごうろう」 
■バットマン：アーカム・アサイラム（PS３） 
   バットマン：アーカム・シティ」（PS３） 

来場者数：13,567人  
コメント数：7,586 
 
第３時限目2012/07/24(火)  
夏の2時間スペシャル！ 
MCガッチマン・五十嵐裕美・ゲスト 
に最終兵器俺達ヒラ氏が登場！ 
■アイルーでパズルー（PSP） 

来場者数：26,598人  
コメント数：23,515 
 
第４時限目2012/08/07(火) 
MCガッチマン・五十嵐裕美・ 
ゲストに声優の市来光弘が参戦！ 
■P4Uマヨナカアリーナ（PS3) 

来場者数：10,351人  
コメント数：7,950 
 

第5時限目2012/08/21(火) 
MCガッチマン・阿久津 加菜～ 
■閃乱カグラ Burst -紅蓮の少女達-（３DS） 

来場者数：12,023人  
コメント数：7,876  
 

第6時限目2012/09/04(火)  
ガッチマン、あの『大神 絶景版』 
を初実況プレイ！ 
■大神 絶景版（PS3） 

来場者数：11,643人  
コメント数：8,612 
 
第7時限目2012/09/04 (火) 
ガッチマンが「DJMAX TECHINIKA 
 TUNE」を実況プレイ！  
■DJMAX TECHINIKATUNE（PSVita） 

来場者数：7,637人  
コメント数：4,354 
 
第８時限目2012/10/02(火) 
「地球防衛軍3 PORTABLE」 
地球を守ってガッチマン先生！ 
ＭＣに声優の五十嵐裕美が登場！ 
■地球防衛軍3 PORTABLE （PSVita) 

来場者数：12,816人  
コメント数：6,348 
 

今後の授業も 
乞うご期待！ 

第９時限目2012/10/16(火) 
『ガッチマン』VS.『せんとす』が『DEADOR  
ALIVE5』で、本気対戦実況プレイ！ 
■DEAD OR ALIVE5（XBOX360) 

来場者数：13,477人  
コメント数：2,253 
 

第10時限目2012/10/30 (火) 
Rock'n Roll!!ガッチマンがRocksmith 
でミュージシャンに！ 
■Rocksmith（PS3) 

来場者数：6,186人  
コメント数：4,070 
 

番組開始から 

約半年で 

第11時限目2012/11/13 (火)  
「大神 絶景版」をガッチマン・ 
たかさきゆこが実況プレイ！ 
■大神 絶景版（PS3） 

来場者数：6,854人  
コメント数：4,600 
 
第12時限目2012/11/27 (火)  
『せんとすのパナしていきまSHOW学校』 
～Hamar@キラーと 
「龍が如く5 夢、叶えし者」を実況プレイ！ 
■ 龍が如く5 夢、叶えし者 （PS3） 

来場者数：9,625人  
コメント数：6,180 
 第13時限目2012/12/11 (火)  
「DmC Devil May Cry」＆ 
「ガマニア人気＆新作タイトル２本立て」 
ガッチマン・ぬどんが実況プレイ！ 
【拡大２時間授業】～ 
 ■ DmC Devil May Cry （PS3）ほか 

来場者数：10,090人  
コメント数：3,575 
 
第14時限目2012/11/27 (火)  
○ア充なんてなんのその！  
漢が燃える。X'masガチゲーム会！  
■ DmC Devil May Cry （PS3）ほか 

来場者数：5,166人  
コメント数：1,946 
 

２４時間生放送2012/12/29（土）30（日） 
爽快アクションRPG 
年忘れ24時間生放送でアラド～しまSHOW！ 
（出演：ガッチマン・まっくす・ドグマ風見ほか） 
■ アラド戦記（PC） 

来場者数：76,212人  
コメント数：22,116 
 

新学期第1時限目2013/1/8 (火)  
2013新学期 第1時限目 新年会放送！ 
ガッチマン・五十嵐裕美・たかさきゆこ登場！  
■ DmC Devil May Cry （PS3）＆反省会 

来場者数：8,296人  
コメント数：2,447 
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特別メニュー 

■2012年12月29日（土）13：00～30日（日）13：00 

■タイトル：アラド戦記 

■メーカー：ネクソン 

「ゲームのがっこう」をメイン放送とした、 
２４時間生放送でPCオンラインゲーム 

新規会員登録３倍以上を記録！ 

ガッチマン まっくす 

【表番組】年忘れ２４時間生放送でアラド～しまSHOW！ 

はんにゃばる Pa-in あーくん 

ドグマ風見 

【裏番組】ドグマ風見＆みうな（秋葉原メイド）の２４時間生放送で料理してみた 

みうな 

【表番組】 
公式生放送ページ 

「USTREAM] 

【表番組】 
「ガッチマン」 
コミュニティー 

【裏番組】 
「ドグマ風見」 
コミュニティー 

【表番組】 
「まっくす」コミュニティー 

表番組は硬派なゲームプレイ、 
裏番組は企画コーナーで展開。 

（長時間生放送企画） 

【表番組】 
「ゲームのがっこう」 

76,212人 



東京メトロ池袋駅より徒歩２分。 

「ピース池袋ビル（６F）」に、 
専用スタジオを新設。 

11 http://ch.nicovideo.jp/channel/gegaku1230 

自社スタジオ 
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お問い合わせ 

株式会社ピース 
〒171-0021  

豊島区西池袋5-8-8 ピース池袋ビル 
TEL: 03-6907-3161  FAX：03-6740-1986 
URL：http://peace-e.com 

suzuki@peace-e.com  
携帯：070-6632-4674 鈴木（教頭） 

林田（韓国語） 
hayashida@peace-e.com  
携帯：070-5573-9716 

空きスケジュール・料金など 

http://peace-e.com/
mailto:suzuki@peace-e.com
mailto:suzuki@peace-e.com
mailto:suzuki@peace-e.com
mailto:hayashidai@peace-e.com
mailto:hayashidai@peace-e.com
mailto:hayashidai@peace-e.com
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