
News Release

2014年6月26日

期日：グランドオープン：2014年7月20日（日）/内覧会2014年7月18日（金）
場所：秋葉原ラジオ会館 本館 東京都千代田区外神田1丁目15番16号

テナント正式決定＆オープニング企画速報！

7/20（日）秋葉原ラジオ会館 グランドオープン

7月20日のグランドオープンまで1ヶ月を切った秋葉原ラジオ会館のテナントが正式決定いたしま

した。各テナントでは、オープンを記念したオープニング企画として、レアアイテムやお得なグッズ

の販売、各種イベントを開催いたします。

また、グランドオープン記念グッズの販売も決定いたしました。グランドオープン当日は、オープ

ンを記念したセレモニーも開催されますので、ぜひお越しください。

建築概要
名 称： 秋葉原ラジオ会館
所 在： 東京都千代田区外神田1丁目15番16号
主要用途： 物販販売業を営む店舗
敷地面積： 約1,199.12m²
延床面積： 約10,829.70m²
構 造： 鉄骨造 一部鉄骨鉄筋コンクリート造
規 模： 地上10階・地下2階・塔屋2階
建築物の高さ： 最高の高さ：GL＋46.5m

会社概要
商 号： 株式会社 秋葉原ラジオ会館
代 表 者 ： 代表取締役 長野きよみ
所 在 地 ： 東京都千代田区外神田1丁目15番16号
会社設立： 1953年12月
事業概況： 不動産賃貸、書籍出版・販売

＜秋葉原ラジオ会館WEBサイト＞
http://akihabara-radiokaikan.co.jp/



＜秋葉原ラジオ会館 フロアガイド正式決定＞
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フロア テナント名 取扱い商品

10F
秋葉原ラジオ会館イベントスペース 催事場

トモカ電気 本社 オフィス

9F
BIG MAGIC 秋葉原店 カードゲーム

ファントム AKIBAラジ館店 ミリタリーショップ

8F
ボークスホビースクエア秋葉原 模型全般、鉄道模型、工具、用品用材

ボークスドールポイント秋葉原 ドール（SD、DD、 ドレス各種）

7F

アゾンレ－ベルショップ秋葉原 ドール、衣装

ジャングル秋葉原２号店
総合エンターテインメント

ホビーショップ

トレカパークAKIBAラジ館7（セブン）店 トレカ販売、買取

ＦＥＷＴＵＲＥ ＳＨＯＰ ＡＫＩＢＡ ホビー、模型、Tシャツ、雑貨

6F イエローサブマリン秋葉原本店★ミント 模型、カード、フィギュア

5F

アキバのエックス ラジ館店 新品中古ホビー、記録メディア

ＩＮ・ＰｕＬｓｅ オーディオショップ

宇宙船 秋葉原ラジオ会館店 フィギュア

海洋堂ホビーロビー東京
アクションフィギュア、カプセルトイなどの自

社製品

清進商会 中古AV機器販売

TRIO ラジオ会館店 アイドルグッズ

ロボットロボット 秋葉原ラジオ会館店 フィギュア

若松通商 電子部品、半導体等

4F K-BOOKS 秋葉原本館 中古アニメグッズ・同人誌・コミックス

3F K-BOOKS 秋葉原新館 コミック、書籍、アニメグッズ

2F

秋葉原 永保堂 防犯カメラ、防犯グッズ

トモカ電気 プロショップ
PA&レコーディング機器

LED照明機器

ハビコロ玩具 ラジオ会館店 フィギュア、玩具

ホビーステーション 秋葉原駅前店 トレーディングカードゲーム

レンタルショーケース アストップ ラジオ会館店 レンタルショーケース

1F

UNiCASE スマートフォンアクセサリー

オンデーズ ナイン 秋葉原ラジオ会館店 メガネ販売

カードラボ 秋葉原ラジオ会館店 カードショップ

ギフトショップ The AkiBa 秋葉原、東京土産品

サンクス 秋葉原ラジオ会館店 コンビニエンスストア

トレカパークＡＫＩＢＡラジ館1（ワン）店 トレカ販売、買取

B1F 銀座ライオン 秋葉原ラジオ会館店 飲食店
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9F

※企画内容は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

各テナントオープニング企画

秋葉原ラジオ会館グランドオープンを記念し、各テナントでレアアイテム、おトク商品、イベントなどをご用意

いたしております。どちらも数量・人数限定の貴重品ばかりです。

ファントム AKIBAラジ館店

・オープン記念10％OFFセール（20日・21日の２日間）
・オープン１WEEK、ポイント2倍
・オープン記念、ファントム限定アイテム発売

ボークスホビースクエア秋葉原

特別ご招待状をご持参の方、先着300名様に
オープン記念プレゼント贈呈！！

8F

ＢＩＧ ＭＡＧＩＣ 秋葉原店

BIG MAGIC スリーブ
「レベッカ エンジェル 第一弾」限定生産!!
（100枚入り 1000円 お一人様3個まで）

3

7F

アゾンレ－ベルショップ秋葉原

サアラズ ア・ラ・モード ～スイーツ ア・ラ・モード～
クリームあんみつ/ゆずは ver.1.1
レーベルショップ秋葉原オープン記念モデル 価格１２，０００円+税です。

ボークスドールポイント秋葉原

オープン記念イベント「DDフェス2014」開催！
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各テナントオープニング企画

ＦＥＷＴＵＲＥ ＳＨＯＰ ＡＫＩＢＡ

オープン記念に、ＡＪＡＲＩやハカイダーバストのガレージキットの先行販売や
開店セールを予定しております。発売予定の新作の塗装見本などの他に、
今までに発売された、ＥＸ合金やＥＳ合金を一挙に展示いたします。

※企画内容は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
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7F

6F

イエローサブマリン秋葉原本店★ミント

ガンダムをはじめ、プラモデルを地域一番の品揃え
カードゲームはマイナータイトルを含めて網羅

アキバのエックス ラジ館店

タカラトミー トランスフォーマー マスターピース ＭＰ−１３Ｂ
サウンドブラスター 定価￥17,064を、特価￥6,980（税込）で販売
※数量限定、なくなり次第終了となります。

ＩＮ・ＰｕＬｓｅ

宇宙船 秋葉原ラジオ会館店

夏休み時期に公開されるＳＦ映画の関連グッズを多数揃えております。
お楽しみに!!!

5F

7月20日～8月3日まで、限定特別価格品を多数ご用意
※お振込みまたは、現金払いでのご用意です。クレジットカードのご利用をご希望の際は、ご相談ください。

1、（ヘッドホーン アンプ）
メーカー EK JAPAN 型番：ＴＵ-ＨＰ01 オペアンプ限定パック
定価￥21,600（税込み） 限定特別価格￥16,800（税込み） 5台限り

2、（カーオーディオスピーカー）
メーカー ＪＢＬ 型番：Ｐ660Ｃ 16cm 2way セパレートスピーカー
定価￥41,040（税込み） 限定特別価格￥23,000（税込み） 5ＳＥＴ限り

3、（シグナルプロセッサー）
メーカー JBL 型番：MS-2
定価￥21,600（税込み） 限定特別価格￥12,000（税込み） 5本限り

ジャングル秋葉原２号店

7月18日、20日にオリジナルヒーロー「地球戦士ゼロス」のパフォーマンス
を開催
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5F

海洋堂ホビーロビー東京

【レガシー･オブ･リボルテック】 ケンシロウ レイ アリス カトレア
【マイクロヤマグチ／リボルミニ】 ソリッド･スネーク キン肉スグル
など目玉商品盛り沢山！

清進商会

ビデオデッキ（ベータ,Hi8,DV,VHS,SVHS) レーザーディスク,VHD
テープデッキ（カセット,オープン,DAT,8トラック） その他オーディオ各種
★オープン記念としてお買い上げのお客様に粗品を進呈いたします！

TRIO ラジオ会館店

ロボットロボット 秋葉原ラジオ会館店

各テナントオープニング企画

Mオープニング第一弾、ももいろクローバーZ サイン物・レアグッズ &
エビ中レア公式写真放出フェア。第二弾はでんぱ組.inc。
詳しくはホームページをご確認ください

※企画内容は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
5

オープン記念で、サマー福袋を数量限定で販売！！

4F

K-BOOKS 秋葉原本館

中古リサイクルショップ、K-BOOKS秋葉原本館もラジオ会館にてパワーアップ
しリニューアルオープン！先着で珈琲貴族先生B2タペストリーやタロットデスク
マットをプレゼントするオープニングイベントも開催しますので、是非お越し下
さい！

若松通商

7月20日～7月27日まで
・双信 SEコンデンサー20％引き ・ＳｉＣ－ＭＯＳＦＥＴ特売中
・ＳｉＣ－Ｓｃｈｏｔｔｋｙ Ｂａｒｒｉｅｒ Ｄｉｏｄｅ特売中
・TAA4100-200Ｗ デジタルアンプ完全キット ￥9,800
各種、抵抗、コンデンサー 特売中
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各テナントオープニング企画

3F

K-BOOKS 秋葉原新館

ラジオ会館グランドオープンイベント開催！
秋葉原新館では２５００円以上ご利用のお客様に、豪華作家陣のイラストが
入った、限定スライドカードケースをプレゼント！
出版社様ご協力によるサイン本も販売！
サイン本販売タイトルはＨＰにて随時更新!! 新着情報を見逃すな!
http://www.k-books.co.jp/company/shop/akiba-new.html

※企画内容は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
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2F

トモカ電気 プロショップ

業務用音響機器、LED照明機器の専門店。
リニューアルオープン記念特価が盛りだくさん！
特価アイテムは随時更新!!

ハビコロ玩具 ラジオ会館店

ホビーステーション 秋葉原駅前店

カードゲーム専門店ホビーステーションでは、充実の品揃え・買取価格で
皆様をお待ち致します。買取イベント実施予定！その他、グランドオープ
ンイベントもお店でチェック！

おもちゃ・フィギュア・トレカ天下一高く買い取りします！
オープニングセール期間中買取金額アップ中

レンタルショーケース アストップ ラジオ会館店

7/20・7/21日の2日間表示価格から全品10％OFF
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各テナントオープニング企画

1F

UNiCASE

【記念品】
7/20〜7/25 保護フィルム＆貼りサービスをプレゼント
期間中3,000円以上お買い上げのお客様。各日先着10名様。

オンデーズ ナイン 秋葉原ラジオ会館店

【オープンセール】
7/20(日)〜22日（火）の3日間、
各日100本限定、メガネ一式3,800円（税別）！

カードラボ 秋葉原ラジオ会館店

OPEN記念!!
オリジナルスリーブが当たるスクラッチカードを1000円購入ごとに配布
※イラストは劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語予定
その他、オープン記念福袋や数量限定特価商品をご用意してお待ちしております。

※企画内容は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
7

Ｂ1F

サンクス 秋葉原ラジオ会館店

3日間限定オープンセール（7/20～22）を開催！

おにぎり、お弁当・寿司、サンドイッチ、パスタ、冷し麺
サンクス標準価格(税込）から全品５０円引き！

トレカパークAKIBAラジ館 1(ワン)店 ・ 7（セブン）店

銀座ライオン秋葉原ラジオ会館店

目玉商品：銀座ライオン伝統のローストビーフ

お買い得商品 多数！
最新作から人気商品までお得な商品を多数ご用意しています！
オリジナルスリーブプレゼント！

当店で 500 円(税抜)以上ご購入でオリジナルスリーブプレゼント！ ※先着順、なくなり次第終了です。

キャラスリーブ半額セール！

人気のキャラスリーブから厳選して、通常の半額にてご提供します! ※数に限りがございます。

1F 7F
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グランドオープン記念商品を限定販売

秋葉原ラジオ会館グランドオープンを記念し、特別企画商品を数量限定でご用意しております。

なお、下記の他にも多数のアイテムをご用意をいたしております。

詳しくは、当社WEBサイトにてご確認ください。 URL ： http://akihabara-radiokaikan.co.jp/

u 販売期間 ： 7月20日～

販売価格：￥2,500（税込）

大きさ：Ｌ，ＬＬの2サイズ

販売価格：￥2,500（税込）

大きさ：Ｌ，ＬＬの2サイズ

販売価格：￥1,700（税込）

大きさ：115×20cm

販売価格：￥1,700（税込）

大きさ：85×34cm

販売価格：¥1,700 (税込)

大きさ: 52×52cm

販売価格：￥2,400（税込）

大きさ：Ｈ40×Ｗ48×Ｄ15cm

販売価格：￥1,000（税込）

大きさ：3.3×6cm（プレート部分）

販売価格：￥500（税込）

大きさ：31×22cm（Ａ4サイズ）

販売価格：￥900（税込）

大きさ：1.6×4.5cm（木部分）

販売価格：￥1,000（税込）

大きさ：約2×14cm

販売価格：￥1,300（税込）

大きさ：1.2φ×14cm

販売価格：￥1,800（税込）

大きさ：約24×24cm

※企画内容は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
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9

グランドオープニングセレモニーのご案内

日時：2014年7月20日（日） 9：30～10：00

受付場所：1Fエントランス

関係者の方々のご挨拶やテープカットなど、オープンを記念したセレモニーを
１Fエントランスにて執り行います。ラジオ会館の新しい門出を祝う歴史的瞬間に、
ぜひお立合いください。


