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項番項番項番項番 カテゴリカテゴリカテゴリカテゴリ 企画タイトル企画タイトル企画タイトル企画タイトル 企画概要企画概要企画概要企画概要 HNHNHNHN

1 動画 旅動画うp主招集会 優良な旅動画主に来てもらい、旅動画の紹介をしてもらう 荒木組

2 動画 ニコニコ人気トーナメント

各ジャンル毎の人気動画を投票で決定するもの

※長会議で番付を発表し、会場で上位に選ばれた動画を流す

atron

3 動画

発掘！もっと評価されるべき動画

達

ニコニコ動画に存在する「もっと評価されるべき・みんなにもっと知られて欲しい」動画(ジャンルは問わず)を

ユーザーから応募して発表する

藤椿

4 動画

「ニコファーレ映像制作フォーマッ

ト」コンテスト

ユーザー、または人気動画職人から動画を募集し、それらの試写会をファーレで行う ウィープ

5 動画 期待の新人

出演者がそれぞれ「コイツすげぇよ」 と思う人の動画を紹介して最後に視聴者が投票する一番だった動画を

最初から最後まで超会議で流す

SHILO

6 動画 ニコ動の歴史 ニコニコ動画で流行った物を時代と共に幕張メッセにコーナーを創る かきらん

7 動画

「ニコニコ動画データ分析研究発

表会（超）」

ニコニコ動画やその周辺のサービスを研究している人々（ニコニコ研究者）を一堂に集めてニコニコ超会議

の中で紹介する

myrmecoleon

8 動画 トクロ動画上映会 タイトルの通り もんじゃ

9 動画 動画アワード（超会議） 動画アワードを超会議で行う もんじゃ

10 動画 「ニコニコ映画祭in超会議」 動画製作者に動画を作成してもらい、生放送や当日入場者の投票でコンクールをする ホワイトフォンテン

11 動画 ニコニコ動画講座ブース 人気の動画講座を流しながらみんなで実技受講 エビフライ

12 動画 動画アワード2011(夏)ブース ノミネート作品をランダムで流し続けるブース エビフライ

13 動画 伸びない動画観賞会

再生数などが伸びない動画の良いところ探しを一つでもすることにより、動画の見方を工夫することを参加

者と発見し自覚する

ツインテールP

14 動画 「最強のエンコ師決定戦」

ユーザーが投稿した動画や運営が制作した動画を元に制限時間内に動画をエンコードし、ニコニコ動画に投

稿して公式生放送中に再生しどちらが高画質かを勝負するというもの

※映像素材については、ユーザーからタグロックをしたうえで募集する

ロベルト

15 MAD パチンコ、パチスロ連動企画

会議会場内で募集したＭＡＤ動画を流し、会場内のみで投票できるシステムにする

※優勝したＭＡＤ動画を実機のパチスロ、パチンコに導入して貰う

けい

16 MAD MAD発表会 来場者及び視聴者で、その場でMAD動画審査会 サクラバ　V2

17 MAD 声劇（＋MAD動画） 生主などの声をさらしているユーザとMAD制作者によるコラボでアニメないし紙芝居動画の作成 介さん

18 生放送

会場来場者インタビュー生放送～

～！！

来場者に対してMCまたは出演者がインタビューをする コギ大好きっこしのみん

19 生放送

ニコニコ動画まとめブログの記事

一挙公開放送

ニコニコ動画のまとめブログの管理人たちが、超会議のイベント開始とともに次々とニコニコ動画に関係した

記事を更新していき、その各ブログの更新状況をリアルタイムで追いかけていくという内容

ヨモ

20 生放送 キラー様のメイク講座 自他ともに認める不細工女子を、キラー様のゴッドハンドにより美女に変身さす じょいこ

21 生放送 炎上ユーザ全員集合！

炎上理由・鎮火方法や理由などを赤裸々に告白させ、会場及び視聴者から突っ込ませる

※炎上の火付け役となったユーザも招聘する

けいたん＠R.A.B

22 生放送 底辺生主の下克上

コミュレベルの低い生主達が有名生主よりも勝っているという特技などを披露し、どちらが凄いかリスナーが

評価する

依芽香

23 生放送 RTAゲーム早解き大会 詳細なし インディゴ

24 生放送 生放送主大中継～！！ 人気生主達をイベント会場で生放送 コギ大好きっこしのみん

25 生放送 にこ生主結婚式ｗ にこ生主の披露宴（疑似でもOK）をファーレで生放送 ますだ

26 生放送

無名生主と有名生主による夢の対

談（仮）

無名生主が好きな（憧れの）有名生主と対談ができるコーナー なし

27 生放送 超会議周遊カメラ 放送主をリポーターとして超会議の会場内をリポートして回ってもらう P！

28 生放送 「超会議生レポーター」（仮）

会場でのレポーターを募集し、会場内で生放送してもらう

※一定の間隔で指令を出し、インタビューや体験などをさせる＋POINT制にし、最下位は強制終了（新しい

配信者と入替）

だめ人間

29 生放送 ユーザー生主大討論会 多数の生主を呼び、運営にやってほしい事・ニコ生に欲しい機能・生放送の問題点について議論する へび

30 生放送 石川典之コメント100捌き のりゆき生主批評についてのコメントをもの凄い勢いで返していく 荒木組

31 生放送 ☆ニコニコ大喜利☆

ニコニコにまつわる言葉などを使ってニコニコユーザー（人気な方～底辺な方まで）をあつめてボケてもらう

コーナー

愛原まな

32 生放送 生主による弾幕祭 会場内に50～100インチぐらいのプロジェクターに生放送をうつして弾幕をうってもらう ぶるみど

33 生放送 生主による◯◯な話 有名、無名は問わず生主を集め、お題にそった話をしてもらう ぶるみど

34 生放送 生主による◯◯生主集え！ この知識だけは誰にも負けねえという生主を集め、想いを語ってもらう ぶるみど

35 生放送

生主をどんだけ知っているかクイ

ズ！

コミュ人数1万人以上の人が150以上あるニコ生。あなたはどれだけ知っているか、クイズ形式で生放送！ ぶるみど

36 生放送 生主24（Twenty four）

ある生主を24時間追い続けるドキュメンタリー。

※動画にして（30分から1時間）、会場で見てもらう。

ぶるみど

37 生放送 生主ボランティア 地方の生主や都内の生主が超会議中にごみ拾いなどのボランティアを行う ぶるみど

38 生放送 生主による配信教室！ 生主達が自身の配信環境を大公開！ツールの説明や、環境を解説！ ぶるみど

39 生放送 中継生放送 昔のズームイン！のような中継放送。（ユーザー生放送で現在放送中の生主と） なし

40 生放送 ニコニコ大喜利 生主や一般来場者が共に大喜利をする 小岩井みつば

41 生放送 オフ会生放送

全国各地のオフ会を一斉同時開催100連発。自分らの歌い踊る模様をただひたすら流しっぱなし。二次会

（居酒屋）模様もただひたすら流しっぱなし

じょいこ

42 生放送 ニコ生主お宅訪問

ツアーを組み、全国の人気ニコ生主宅を訪問

※夕飯時に限る

じょいこ

43 生放送

『「大喜利」を得意とする生主によ

る大喜利大会』

『ニコニコ超会議』という大舞台を使って沢山のお客さんの前で生の大喜利をユーザー生主が行う タイガーマスク

44 生放送 「生主の部屋」

生主が超会議の会場内で生放送できる小部屋を用意する

※外から見えるようにし、生放送の様子を閲覧することができる

sippotan

45 生放送 生主チャレンジカップ

運営から放送許可をもらった生主が、幕張会場を生中継し、放送終盤のアンケートで高評価だった生主に、

１万ニコニコポイントを進呈する

荒巻

46 生放送

「宣伝乙！ｗ　無名生主たちの下

剋上（完）」

無名の生主が、イベント会場でなんらかのパフォーマンスを交えながら、自分のコミュニティを宣伝していく ｓｈｕｎ＠ｓｈｕｎ
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47 生放送 「ニコニコ超会議最速レポート隊」 ニコニコ大百科の有志によるニコニコ超会議の現場リアルタイムレポート ゆっけ（編集者）

48 生放送 生主(うｐ主)スタンプラリー

会場にいるであろう生主・うｐ主からスタンプを集める

※コンプリートしたら景品かニコニコポイントを進呈

二宮係長

49 生放送 車載生主の車展示会 コンパニオン希望 なし

50 生放送 逆凸大会 生主さんの逆凸大会 もんじゃ

51 生放送

リスナーさんオススメ無名生主出

場

ユーザー（リスナー）に超会議にでてほしい無名生主（人数はいるがあまり知られていない）の投票を行い上

位３名～５名ができれば大会議に出てもらう

もんじゃ

52 生放送 インタビューウィズ・・・

生中継で有名(生主でもOK）人にじっくりインタビューする

※TVでは聞けないようなことなどを話してもらい、人物像に肉薄していく

なし

53 生放送 ひろゆきの部屋 ひろゆきさんがゲストの方と床に寝そべるなどしてダラダラしながらトークをする なし

54 生放送 「有名生主大図鑑！」

コミュＬＶ98以上のコミュ特権の全てを掌握した生主のみが参加できる特別なニコニコ生放送ブースを用意

し、条件を満たしている生主に生放送を行ってもらう

OH-IN

55 生放送 「ニュースしてみた」

生主や視聴者がｇｄｇｄにニュースを読み上げる

※スポーツや政治など

OH-IN

56 生放送 「超会議ニュース速報」

超会議を中継生放送するブースから、超会議で起こっている出来事を速報形式でニュースとして発表する

※フリーアナウンサーを起用するか、素人アナウンサーを公募して起用する

OH-IN

57 生放送 有名生主握手＆サイン会 人気有名生主を横一列に並べて、握手＆サイン会を行う ハニー大木

58 生放送 「ニコ生パイレーツ」（仮）

ニコ生クルーズを超会議で大々的にモニタリングして行う

※本家クルーズと同じように延長アンケートをして延長されるごとに放送主にはニコニコポイントがもらえる

だめ人間

59 料理 「痛綿飴」

色つきのざらめ糖を使って痛い綿飴を作り販売。

※食品衛生法で定める菓子製造業に入らない綿飴は営業許可が必要ない

aba

60 料理 リアル料理対決 料理動画をうｐしているユーザや歌い手をキャスティングしてステージ上で料理対決 なし

61 料理 料理対決

チーム形式での公開料理対決

・現地のママさんチーム

・歌い手チーム

・●●●チーム　など

＠ボサボサ

62 料理 ニコニコ料理王決定戦 ニコニコ動画に上がっている料理動画のうｐ主による料理対決 マザーズ・ロザリオ

63 料理 皆でニコニコクッキング

超会議出演予定の歌い手や踊り手に料理を作ってもらう

※作る料理は再生回数やマイリス数が一番多い動画の料理

ぬるま湯

64 料理

夏やしみんなで暑さを吹き飛ばす

うまい物食おうぜ！

料理関係の屋台を出す

※料理経験者を募って屋台を出す

てんちょ

65 料理 美味い物は安く食おうず

限りなく安い材料費で作った料理を屋台で出す

※色んな料理を作って来場者に楽しんでもらう

てんちょ

66 料理 歌い手料理対決！！ 歌い手達による料理対決 月光

67 料理 ニコニコ闇料理 多数の食材を用意し、ユーザアンケートにより使用する食材をチョイス＋調理 麦茶

68 料理

あはんうふん♪な歌い手お料理対

決！

歌い手達による料理対決

・チーム戦＋コース料理を作る

・有名な料理動画のうｐ主による審査を行う

ぽみゅん

69 料理 歌い手クッキング 歌い手がお題にそって料理を披露する にゃぷぅ☆３

70 料理

【これだから】料理!?工作!?何でも

ありの美術館【最高だぜ】

料理と技術部による静画などの描いてみたを料理で表現する

※静画の課題は運営側などで決める

ひゃくいちひゃくにひゃく

71 料理 お料理対決！ ユーザ同士で料理対決をする なし

72 料理 「料理してみた」の販売イベント 詳細なし インディゴ

73 料理

「ねるねるねるね」をたくさん作って

食べる

中村氏が動画でうｐしていたネタを生で再現する 熾天使†刹那☆彡

74 料理 外見に裏切られる料理選手権 別の料理（もしくは素材）に見える料理を募集し、会場にて味・見た目の採点をしてもらう 水無月

75 料理 料理屋台 料理タグの動画を上げている人達の料理屋台 P！

76 料理

「みんなでニコニコ（？）料理対

決！！（仮」

歌い手、踊り手、絵師さんや技術部の方々、そして一般ユーザーの人や生主が料理対決をする ゆう

77 料理 ニコニコ料理グランプリ！

料理カテゴリにうｐされている絶品料理レシピの中から、プレミアム会員投票で選ばれた12の料理を再現し、

長会議の屋台で食べられるようにする

sippotan

78 料理 料理コンテスト

料理タグのユーザーを呼んで露店を出店させるだけでなく、同時並列で、料理コンテストが催しされて、料理

人どうしで対決させる

荒巻

79 料理 出店やレストラン＠超会議 超会議の会場に屋台やレストランを出し、来場者に批評してもらう 大坪寛夫

80 料理 お料理対決!! ゲーム実況者と料理の作ってみたのコラボで料理対決 AiLi

81 料理 「４分間オムライスに挑戦」 ４分を上限として、タイムアタック形式でオムライスを作る なし

82 料理 料理対決

歌い手や踊り手など、超会議に出る人たちの料理対決(チーム対抗もあり)

※決められた食材で料理を作る（審査員は運営）

さくら

83 料理 料理タグレストランブース

料理タグの人気作品を提供しているレストランの出店をする

※コックなどスタッフはプロで構成

エビフライ

84 料理 「みんなでお料理つくってみた」

料理の材料などがあり、参加者は参加費用を払って簡単な料理を作る

※大きなキッチンスペースを想定。ABCクッキングなどを模倣したイメージ

OH-IN

85 料理 ゆで卵料理祭 審査員は板東英二 なし

86 料理 上手い棒料理対決 審査員はひろゆき なし

87 ニコミュ コメント反映型演劇

リアルタイムでの演劇

・要所要所でリスナーに向けて選択肢が提示され、その集計結果によって演劇の話が変化していく。

・基本ストーリーとなる台本は事前に公開(その上で物語を悲劇とするか、喜劇とするかはリスナー次第)

なし

88 ニコミュ 「Alice in Musicland」再現 VOCALOIDミュージカルを歌い手達により再現する 湊-minato-

89 ニコミュ ニコミュ音楽祭 歴代のニコニコミュージカルを飾った劇中ナンバーが集う企画 ターボ

90 歌ってみた

〓乙女から〓歌い手様へ〓ラブレ

ター〓

ユーザーが有名な歌い手宛にラブレターを送る

歌い手自身で送られてきたラブレターBEST３を決める

選ばれたユーザは歌い手のサイン色紙などの賞品を貰える

自傷少女

91 歌ってみた 「流れる歌ってみた」 某番組のレッドカーペットみたいに、センターに立った人だけが歌える うらは
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92 歌ってみた 歌ってみたい 少しでも「歌ってみたをうｐしてみたいんだ！」と思っている一般の方を募集してステージで歌ってもらう チキン

93 歌ってみた 同人音楽即売会 最近M3やコミックマーケットでご迷惑をかけている歌ってみた系の人たちに頒布してもらう muhialfa

94 歌ってみた 歌ってみたコーナー ぐるたみん・VIP店長・ろんの三巨頭でマトリョシカのコラボをステージで披露 きなっくす

95 歌ってみた ニコニコ歌い手寸劇 歌い手さんたちに寸劇をやってもらう みたらし団子

96 歌ってみた 「ニコニコ超合唱祭」 みんなで声を合わせて大合唱祭り けん。

97 歌ってみた あの人と歌ってみた 普段コラボしない歌い手さんとコラボする れい＠

98 歌ってみた 古参ホイホイ 古参メンバーを集めて新参メンバーと一緒に歌う れい＠

99 歌ってみた 歌い手といっしょ 来場者が歌い手たちとのおしゃべりやデュエットをする なし

100 歌ってみた 〇〇(歌い手さん)に質問☆ 来場者が出演している歌い手に対しいろいろ質問するコーナー ありーな

101 歌ってみた 引いて歌って

歌い手がくじを引いて、出てきたボカロ曲を歌ってもらう

※合わせて一緒に歌う歌い手のくじも引く

なし

102 歌ってみた ニコニコ大合唱 客に歌詞配布。歌い手さんとともに殿堂入りボカロ曲を大合唱 matton

103 歌ってみた ニコニコ生電話　THE超会議 ライブ中に、遠くの人と有名歌い手さんが生電話しちゃう 境界の人

104 歌ってみた 歌ってみたライブ＆物販 歌ってみたの生ライブと歌い手達による物販コーナー こたつ

105 歌ってみた 即興ラップ 歌い手さんでラップをやっている方に即興でラップをしてもらう もんじゃ

106 歌ってみた 出場歌い手smiling合唱 タイトルの通り もんじゃ

107 歌ってみた 出場歌い手Mr.Music合唱 タイトルの通り もんじゃ

108 歌ってみた 歌ってみた超会議で録音うp 歌い手がうpしたい曲を超会議で歌い、それをニコ動にうpする もんじゃ

109 歌ってみた

ゴールデンボンバーの公開ニコラ

ジ！！

金爆が生ライブ、公開ニコラジをする。ゲストに歌い手を招聘 あゆ＠キリショーの嫁

110 歌ってみた

「ニコニコ最凶音痴決定戦！おー

１グランプリ」

当日参加したユーザーがボカロなどの歌を披露し、視聴者がアンケート機能などで音痴・非音痴を判断する

※ナンバー1に選ばれた音痴さん（または面白かった方）には賞品をプレゼント

OH-IN

111 歌ってみた 女よりも女!? 高い声がでる歌い手さん達に女の歌い手さん達とどっちが女っぽいか来場者に決めて貰う くるみるく

112 歌ってみた 幕張メッセで歌ってみた 来場者全員で「歌ってみた」のうｐ オール

113 歌ってみた 歌い手新人発掘！

無名、もしくは評価されるべきタグが付いている歌い手を有志で応募してもらう＋抽選で選ばれたユーザや

スタッフ推薦されたユーザが有名人とデュエットなど

ルフィ

114 歌ってみた 底辺歌い手ピックアップ 1年以上経っても再生回数が5000以下の歌い手を投票で募集してパフォーマンスしてもらう なし

115 歌ってみた ニコニコのど自慢 アニソン、ゲーソン、ボカロ曲限定の当日参加型のど自慢 朱雀

116 歌ってみた アニソン歌いまくり 歌い手達によるアニソン熱唱企画 ニャカ

117 歌ってみた 歌い手コラボ 歌い手同士でコラボし、熱唱する れあの

118 歌ってみた うろおぼえonly my railgun ぐるたみんのonly my railgunをステージで大披露瀨 なし

119 歌ってみた 歌ってみた生ライブ

歌い手による生ステージ

※新人含めてトークなどのコラボも実施

96コゲvip

120 歌ってみた 歌い手と 歌い手と抽選に選ばれた一般人が一曲を一緒に歌う ボブサップ

121 歌ってみた 有名人で歌ってみた ニコニコで有名な曲をニコ厨の有名人が歌う なし

122 歌ってみた 歌い手さん発掘☆ 新人歌い手や有名ではない歌い手をピックアップし、ステージで披露してもらう あゆ。

123 歌ってみた 歌い手ライブ 歌い手のライブイベント あかっち

124 歌ってみた 歌い手さんと歌バトル

歌い手とユーザがガチバトル

※生放送で投票をして勝敗を決める

ぺそ

125 歌ってみた LIVE 歌い手による歌ってみたライブ crow

126 歌ってみた ライブ ファーレと連携したユーザーライブ マック林

127 歌ってみた 会場に来た人全員で合唱

みんなが分かるように場内放送で「思いではおっくせんまん」や「まっかな誓い」などの弾幕ソングをかけ、歌

う

百花 繚乱

128 歌ってみた 歌ってみた 歌ってみたライブ テスト

129 歌ってみた のど自慢大会

新人発掘企画も兼ねて開催

※デビューした歌い手を審査員にし、強制終了ボタンありで審査をする

P！

130 踊ってみた ニコ厨みんなで「踊ってみた」 課題曲を数曲発表しておいて、舞台などでみんなで踊る うらは

131 踊ってみた カオナシダンスマスター カオナシを被ったアノ女子学生のダンスを皆でマスターする。顔出したら負け じょいこ

132 踊ってみた

R25（25歳以上限定）ダンスチーム

の踊ってみた

「踊ってみた」は比較的高校生・大学生の若い子がメインだけど、大人でもけっこー踊れるんだぞ！！大人が

本気で遊べば、こんなにニコニコ出来るんだぞ！！というコンセプトで行う

人妻。

133 踊ってみた 踊り手新人発掘！ 今年投稿し始めた新人の踊り手を投票で募集してパフォーマンスしてもらう ダーク・ファキナウェイ

134 踊ってみた ヤってみた 踊り手さん全員でヤラナイカを踊る れい＠

135 踊ってみた

ＤＡＮＣＥＲＯＩＤ　ＦＥＳ　ＩＮ　ニコニ

コ超会議

ＤＡＮＣＥＲＯＩＤを中心に、多くの踊り手のライブ Ｍｒ．ＴＴ

136 踊ってみた 踊ってみたライブ＆物販 踊ってみたの生ライブと歌い手達による物販コーナー こたつ

137 踊ってみた 踊ってみた超会議で録音うp 踊り手がうpしたい曲を超会議で踊り、それをニコ動にうpする もんじゃ

138 踊ってみた 「みんなで踊ってみた」 踊り手たちがステージに立ち、オーディエンスと一緒に踊ってみたをする OH-IN
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139 踊ってみた ニコニコ盆踊り 有名な踊り手によるちょっとロックな盆踊り かげつき

140 踊ってみた

踊ってみたマスターinニコニコ超会

議

歌い手達にひけを取らない踊り手達によるパフォーマンスステージ 紅茶牛乳

141 踊ってみた 葱神様の生踊ってみた披露 葱神様に、これまでニコ動にアップした動画の踊りをみんなに生で披露してもらう 熾天使†刹那☆彡

142 踊ってみた

レッツゴー陰陽師で全員踊ってみ

た

レッツゴー陰陽師を全員で歌ったり、踊ったりするもの 熾天使†刹那☆彡

143 踊ってみた 踊ってみた大レッスン中継

踊ってみたの曲をリクエストアンケートで決定し、実際に人気踊り手さんに踊ってみたレッスンをしてもらう＋

実況

コギ大好きっこしのみん

144 踊ってみた 創作踊ってみたを踊ってみる。 その場で曲を流して踊ってみる ファンクジョーカー

145 踊ってみた 踊ってみた講座 踊り手による直の踊ってみた振付講座 P！

146 踊ってみた チェンジしてみた。 踊ってみたの人達が衣装や道具を交換して踊る 踊ってみた大好き

147 演奏してみた 弾いてみたライブ～～！！ 弾いてみた主による生ライブ コギ大好きっこしのみん

148 演奏してみた ニコニコオーケストラ

「演奏してみた」の方々でニコニコオーケストラ

※ヴァイオリンやフルートなどだけでなく、定規や国語辞典や日用品ドラムなどなんでもあり

mink

149 演奏してみた 「ニコニココンサート　in 超会議」

演奏してみたで活動している吹奏楽奏者やオーケストラ奏者を集めて、ニコニココンサートというミニコンサー

トを行う

K

150 演奏してみた 演奏してみた NETDUETTOを使って、「演奏してみた」系の有名ユーザーがコラボ演奏する 荒巻

151 演奏してみた シャミセストによる三味線大合奏 三味線奏者が集まって、ニコニコで人気楽曲の演奏 人妻。

152 演奏してみた 卓球少年弾き語りライブ タイトルの通り なし

153 描いてみた 超会議ロゴを作ってみた 超会議のロゴデザインを募集 水無月

154 描いてみた 絵師無茶振り大会！ 絵師数人が観客からお題を受け、超会議中に書ききって発表する ルフィ

155 描いてみた 描いてみた 絵師様などの生主を招聘し、その場でお題に対して描いてもらう 侶茶

156 描いてみた なにをかいたか当てる 描いてみた、などの人達による作品が何かを言い当てる しん

157 描いてみた 描いてみた　実況中継 描いてみたアーティストが会場でリクエストされたお題を書き、その内容を実況する コギ大好きっこしのみん

158 描いてみた 選んで描いてみた 客の中から数人選び、その人の似顔絵を描く なしか

159 描いてみた ライブペイント 「描いてみた」のイベントとしてライブペイントというパフォーマンスを行う やんこし

160 描いてみた ニコニコ動画地図

「2ちゃん地図」を参考に、動画カテゴリの勢力地図的なものを作る

※絵師などに協力してもらい、超会議当日にニコファーレの壁面にお絵かきする

atron

161 描いてみた ニコニコ美術館

描いてみた＆ユーザーからイラストや絵画(油絵、水彩画、彫刻他)募集をかけてちょっと大きな展示会をする

※それをオークションか販売して売り上げをチャリティにする

じょり～ん

162 描いてみた ニコニコビッグアート 色々な絵師達が一枚ずつ絵を描きそれを大きなモザイクアートにする 藤椿

163 描いてみた 描いてみる屋台 描いてみたジャンルで活動してる方が、似顔絵とかを書いてくれる屋台 いち

164 作ってみた ブロック de コメントアート 文字ブロックを積み上げて、リアルコメントアートで遊ぶコーナーを作る ネギマ

165 作ってみた 「作ってみた」展示会

展示できる形で「作ってみた」を募集し、会場内で展示会をすると共に来場者により投票を行う

※展示応募の際は、制作過程動画の提出を必須とする

西岡P

166 作ってみた

人と同じくらいのサイズのテレビ

ちゃんを作る

でっかいテレビちゃんを作り、ファーレやニコ本社に置く 秋羅

167 作ってみた 初音ミクシャドーアート展示会 等身大の初音ミクシャドーアートを展示し、記念撮影をできる Kanju

168 作ってみた 水風船で弾幕作ってみた

東方のコスプレイヤーが水風船を投げるほか、「ニコニコ技術部」「ニコニコ兵器開発局」の投稿者の道具・

機械も動員して、ターゲットに向かって水風船を一斉に発射。ターゲット目線の３Dカメラで撮った迫力満点の

水風船の内のディスプレイで楽しめるほか、生中継としても配信

oekaki

169 作ってみた ハイポーション販売 馬犬さんのハイポーションを再現して販売する なし

170 作ってみた 作ってみたSHOP 作ってみたの方のなかでもストラップなど小さいものを作ってる方々の作品を売る もんじゃ

171 作ってみた 「無限射的」

打っても打っても自動的に的が起き上がってくる装置を作り、輪ゴムキャノンやブローバック機構付き銃の的

とする。

aba

172 作ってみた 作ってみた祭 作ってみた作品の展示即売 なし

173 技術部 ニコニコ兵器開発部 レールガンやパズー砲、ガンランスの射撃体験 なし

174 技術部 ニコニコ技術部の限界挑戦 技術部投稿者に依頼し、技術部が作れる物の限界を競う な～

175 技術部 技術部内覧会 技術部作品の展示会 インディゴ

176 技術部 作ってみた展示会

「ニコニコ兵器開発部」等の展示

※ゴム銃などの販促動画があれば、その場で受注も可能とするなど

P！

177 技術部 ニコニコ技術部

大きなモニターを技術部会場の入口あたりに設置し、出品者が作った動画をひとつのマイリストにまとめて連

続再生

荒巻

178 技術部 限界への挑戦

技術部の総力を結集して何か作る

※極限までリアルを追求したコスプレなど

なし

179 技術部 ロボット対決 技術部の人達が各自ロボットを作成し、会場でロボット対決をする 青本

180 技術部 技術部展示会 技術部の方が作成した物を実際に持ってきてもらい、展示する 闇歴史Ｙ

181 技術部 技術部ブース

技術部の人気作品の展示、販売

※企業がスポンサーとなり、組み立てキットを作成し販売

エビフライ

182 技術部 技術部作品展示・体験ブース

技術部作品の展示および実体験ができるブース

※ニコニコ技術部関連に限らず、ニコニコ動画に関連した手芸・工作・美術の展示・体験も可能に

hsgw、技術部有志一同

183 技術部 つくってみた祭 テーマに沿った制作をして動画をアップロードするつくってみたタグの総合的な祭り hsgw、技術部有志一同

184 技術部 つくってみた（大規模）

普段の展示会・勉強会ではできない大規模なものの制作・展示

・ヘリウム気球に幟とカメラを吊って高所からの映像を送る

・自作プラネタリウム

hsgw、技術部有志一同
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185 技術部 技術部ワークショップ

誰でも技術部をテーマにした簡単な電子工作教室

・初音ミクのネギ型LED ライト

・LED を使った光るアクセサリ

・ネギを振る初音ミク

hsgw、技術部有志一同

186 技術部 技術部による制作実演

１．制作実演

・会場にて簡単なキットなどの制作を⾏いそれを実況付きで観覧する。

・手元をカメラで撮影し、プロジェクタに投影

２．自作楽器による演奏

３．自作ロボットによる「踊ってみた」「歌ってみた」実演

４．アマチュア無線の公開運用

hsgw、技術部有志一同

187 政治討論 韓流工作を暴け 韓国政府から各国のメディアに資金を注入させ、擬似旋風を巻き起こすまでの過程を追跡する なし

188 政治討論 クリエイター向けビジネス講座

やってみた系を始めとする創作系ユーザーが「ビジネスとしての創作活動」を学ぶセミナー

※プロの作家やイラストレーターの個人事業主、クライアント、同人活動経験者を講師に招いてお金をやりと

りすることについて学ぶ

muhialfa

189 政治討論 ニコニコ基調講演 ニワンゴ役員や各サービス開発セクションの長に存分に語ってもらう muhialfa

190 政治討論 生・迷列車で行こう in 幕張メッセ 迷列車について熱く語り合う 常時

191 政治討論 「公式番組プレゼン会議」（仮）

公式番組企画を事前に応募し、当日会場で企画案についてプレゼンしてもらう

※投票形式で選ばれた上位企画は後日公式番組として放送してもらえる

だめ人間

192 政治討論 ○○のそこまで言って委員会（仮） たかじんのそこまで言って委員会のようなものをやる（政治ネタなど） たこはち

193 政治討論 反日教育の実態検証 反日、売国政治家の政策、法案提出とランキング発表 たこはち

194 政治討論 政府東電統合記者会見 ファーレに来てもらい、ユーザの質問に答えてもらう ますだ

195 政治討論

もしもニコニコユーザーが総理大

臣になったら

ニコニコユーザーならではの思っている事を事前に募集し、

来場者(ブース入場者？)の過半数の賛成を得られたものは実際の国会に陳情する

おわたん

196 政治討論 ニコニコ日本の未来予想図

各専門分野の視点で日本の未来予想図を出してもらう

・「有名大学の学生による　日本の未来エネルギーについて」

・「改革派官僚による日本の政治の行方」　など

アーサー

197 政治討論 任天堂VSユーザー

任天堂とユーザーとの討論

・3DSが成功するにはどうすればよいか。

・どんなソフトが望まれているか。

・WiiUに望んでいること。

なし

198 政治討論 国内ゲームメーカーVSユーザー

国内ゲームメーカとユーザーの討論

・海外での日本のゲーム不振について

・どんなマーケティングしてるのか

なし

199 政治討論 日中韓大討論会

日本に住む外国人（韓国人大学生や中国人大学生）と日本人（平等に同じくらいの年齢知識の大学生）によ

る討論会

なし

200 政治討論

政治政党「ニコニコ党」を旗揚げし

よう！

与野党双方に「こうすれば国民みんながニコニコ」たる制作をプレゼンする政策提案組織を構成する

※みんなはどう思うか、作るとすれば手始めにどうするか、どう進めるか、などの議論をする

NegativeMONAR

201 政治討論 ユーザーシンポジウム ニコニコ動画で活動するユーザーが自身の研究成果を発表したり討論するスペースを設け、活動してもらう sippotan

202 政治討論 日韓の実りある未来像

日本と韓国の様々な問題の解決策を論じる例 議題 竹島問題 歴史問題 在日問題 民団 パチンコ などを日

本人と韓国人で議論し、欧州、東南アジアの第三国人によって裁判方式で裁いて貰う。負ければ過激な罰

ゲーム

なし

203 政治討論 ニコニコ徹底党首討論

各政党の党首が集まって、会場来場者や視聴者のアンケートで決めたテーマについて、徹底討論を行う

（ユーザーからの質疑応答あり）

さとちゃん

204 政治討論

『ニコニコ生放送　先生！答えて！

教え子VS恩師　捏造歴史から卒

業して平成維新を巻き起こそうぜ

スペシャル！』

歴史認識に関する学生時代の体験と、恩師に会いに行ける参加者を事前に募集し、参加者が突撃取材を

敢行する

なし

205 政治討論

日本人に、アニメ・漫画等の「オタ

ク文化」を、いかにして一般化させ

るか

サブカルも立派な趣味として認めてもらうため、サブカルについて熱く語るコーナー なし

206 政治討論

ニコニコでやりたいイベントをニコ

ニコユーザーと（ドワンゴ）ニコニコ

スタッフで話す会議

ニコニコ動画の新規、古参ユーザーを交えて、新しいイベントや企画の討論会 なし

207 政治討論 運営に聞きたい25の質問

運営に対する質問を募集する

※ニコ割アンケートなどで質問を募集し、当日会場にて運営側が回答をする

西岡P

208 政治討論 ほんとのニコニコ運営会議 ステージで企画会議を行い、その場で決定した上で実現を公約する なし

209 政治討論 ニコニコサミット

ユーザー達と色々な事を話して答えを探す(朝まで生テレビ、的な事をする)

※ガンダムとエヴァどちらが人気があるか？など

たく

210 政治討論 本物の超会議

今後の超会議の開催についてや、動画や生放送等の新機能、新サービスについて徹底討論

※出演者は川上さん、夏野さん、ひろゆきさん、横澤さん、中野さん、恋塚さん

ホワイトフォンテン

211 政治討論 夏野さんとひろゆきさんのトーク 会議と名がつくイベントに欠かせない二人による討論 エビフライ

212 政治討論 「立ち見のできるニコ生法律相談」

弁護士がニコ生主向けの法律相談を実施する

・ユーザーからメールで事前によせられた案件や当日の現地での飛び入りでの質問などにこたえる

・弁護士回答の前に視聴者アンケートをとり、弁護士回答とのマッチング比較をする

※未成年の配信者が多い中、法律というものが社会のルールとして存在することを理解してもらう

OH-IN

213 ゲーム実況 オリキャラファイト

オリジナルキャラクターの公募＋ニコファーレで闘わせる

※キャラ操作はゲーム実況者やゲーム動画の生主

水無月

214 ゲーム実況 実況主VSリスナー 有名実況主と来場者によるゲーム対決 依芽香

215 ゲーム実況

ストリートファイター４ACのユー

ザー大会

可能ならば大吾さんも招待 P！

216 ゲーム実況 マリオ64リアルタイムアタック 題名の通り P！

217 ゲーム実況

Minecraft：30分で○○をいくつ集

められるか

題名の通り P！

218 ゲーム実況

アツアツ！水着実況者のマリオタ

イムアタック対決！

有名ゲーム実況者が"各ステージクリアごとに一人ずつ交代しながら"

マリオ(どの世代でも)クリアの速度を競う

36万年前(私にとってはつい昨日)

のルシ村さん

219 ゲーム実況 ゲーム実況動画者あるある

ゲーム実況動画を上げている人たちの会議

※製作途中の「あるある」ネタや、制作に役立っているソフトウェアや(動画編集の)技術、アイテムの紹介

おわたん

220 ゲーム実況 パーラーニコ生 スロット実機を持ち込んでの実機対決企画(実況込み) ピエール

221 ゲーム実況 格ゲー実況者団体戦 スパ4などの実況者さん達で3vs3や5ｖｓ5などの団体戦で対決する SSS

222 ゲーム実況 発掘!ゲーム実況者 人に知られていないけれど、ほかの人に是非お勧めしたいゲーム実況者と動画のアンケートを取る SSS
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223 ゲーム実況

頑張れさくまあきら「桃鉄10年勝

負」

最下位は鉄道にちなんだ罰ゲーム ターボ

224 ゲーム実況 大富豪旅行 ランクによって旅のプランが変化 ターボ

225 ゲーム実況 ゲーム実況 有名ゲーム実況者さんを会場に呼んで、上級ゲームプレイヤーのゲームプレイを実況してもらう 荒巻

226 ゲーム実況 地域対抗ゲーム実況者対決 地域別にチームを組んで色々なゲームで対決をする 藤椿

227 ゲーム実況

マリオカートWiiリアルWi-Fi対戦

（12人）（フレンド戦）

ニコニコ超会議来場者12人でマリオカートWiiのWi-Fiフレンド対戦

※もしくは来場者VS実況主

タイクーン

228 ゲーム実況

ニコニコLANパーティ クラスタ対抗

戦

ニコニコ動画と市場の影響で飛ぶように売れたCivilization4を、オフラインで集まって対戦します

※協賛はもちろんサイバーフロント社

muhialfa

229 ゲーム実況

加山雄三さんと鈴木史朗さんのバ

イオハザード談義

タイトルの通り はしゅまり

230 ゲーム実況 最強のＲＴＡは俺だ！！

多くの人がやったことがあるであろうゲーム(マリオ６４など)を運営側で決め、参加者を募って最も早くクリア

する真のＲＴＡ王者を決める

ALTO

231 ゲーム実況 格闘ゲーム大会 東方非想天則、アクアパッツァ、スパ４ＡＥなどの格闘ゲームの大会 ホワイトフォンテン

232 ゲーム実況 ゲームブース 東方などの神プレイヤーを呼び公開プレイ。ものにより対戦も。 エビフライ

233 ゲーム実況 「ゲーム実況ガチンコバトル」

テレビゲーム実況をされている有名生主・ユーザーが最新ゲームやレトロゲームで、どちらが早く全クリアで

きるか等で勝負する

alphawave

234 ゲーム実況

「ゲーム配信生主トーーーーーー

ク」

レベル１００以上のゲーム配信生主が幕張のスペースに大集合し、ゲーム配信などの苦労を語り合うなどの

トークショーを行う

wa

235 ゲーム実況 実況コラボ、実況対決 ゲーム実況者のコラボ、ないし実況対決 介さん

236 ゲーム実況 ゲーム実況ガチンコ対決 ゲーム実況者による実況対決 とある夢の国のねずみ（♂）

237 ゲーム実況 ニコ動ゲーム実況投稿者総選挙 ゲーム実況動画の№1を決める 髭丸沢諭吉

238 ゲーム実況 公開実況 実況者のMVPを決めて公開発表 ペイちゃん

239 ボカロ トークロイド講座 トクロPの方々にしゃべらせ方などを教わる もんじゃ

240 ボカロ ボカロ曲を作ってみた ボカロPなどを招聘し、超会議期間中に曲を作成してもらう おかか

241 ボカロ ボカロP生出演 歌い手ではなく、ボカロPを全面に打ち出したステージ 昇降口

242 ボカロ その場でボカロ曲を作ってみる その場で作曲し、ステージでボーカロイドを使って歌う ファンクジョーカー

243 ボカロ ボーカロイド講座 ボーカロイドの調教を実際に教えてもらう P！

244 ボカロ ボーカロイドライブ 大会議などで登場した３Dの初音ミクや鏡音リンなどのボーカロイドを使ったライブ 岳馬

245 ボカロ ボカロ祭 ボカロ一色（ｒｙ 、ＣＤ即売、コスプレ祭、ボカロクラシカ音楽祭、ミクライブ なし

246 コラボ企画 nicochu-'12

ニコ生DJが「ニコニコ流星群」や「JBF」などのニコニコゆかりの曲を回す

※会場レイアウトは要所にお立ち台を設け、ヲタ芸で盛り上げたり

荒木組

247 コラボ企画

今だからこそ・・・総力をあげて義

援活動

歌い手、作曲者、イラストの描き手の力を集結して義援金を募るためのチャリティーCDの作成をする ほらっちょ

248 コラボ企画 あなたが決める№1コラボ 歌ってみた、踊ってみた、演奏してみたのユーザの中からそれぞれ№1をアンケートで募り、コラボしてもらう やも

249 コラボ企画 歌い手がボカロとコラボ 歌い手がボカロ3Dとコラボして一緒に歌う にゃぷぅ☆３

250 コラボ企画 オリジナルゲームを作ってみた

・技術部でゲームを作成

・歌い手が声優

・「描いてみた」などがゲームの絵を描く

・「演奏してみた」がBGMを作曲

秋羅

251 コラボ企画 【ニコニコWe Are The World】 リスナーからのアンケートによりボカロＰ・歌い手、演奏してみたの方々を選び、大合唱曲を作成する ぴーすけ

252 コラボ企画

青山繁晴とヤマヒロアナのニュー

スでズバリinニコニコ動画

非在京テレビ局6社である関西テレビ「スーパーニュース・アンカー」とのコラボ企画 AK

253 コラボ企画

たかじんのそこまで言って委員会

inニコニコ動画

たかじんのそこまで言って委員会（もしくはたかじんのそこまで「や」って委員会）とのニコニコ動画出張版 AK

254 コラボ企画 歌って踊って、踊って歌って 歌い手さんが踊って、踊り手さんが歌う 咲夜

255 コラボ企画 ニコニコファッションショー 舞台装置の一部をニコニコ技術部が作って、ニコニコ手芸部の作品でファッションショー KK

256 コラボ企画

ニコニコってつく他業種とまじめに

コラボ

・ニコニコクレジット(キャッシング)

・ニコニコのり株式会社

・ニコニコキッチン

じょいこ

257 コラボ企画 総動員で作ってみた 技術部と動画作成者、絵師を総動員して何かを作り上げる 遊愛*ユア

258 コラボ企画

ニコニコオーケストラ～大神雅楽

団～

吹いてみた、や弾いてみた人達の究極のコラボレーション

※伝説の神ゲー、大神をメインに様々な楽曲を披露する

まゆ＠静雄、ラブ！

259 コラボ企画 トクロ動画演ってみた(アフレコ) 歌い手さんや演ってみたの方々、又はトクロP本人がトクロ動画のアフレコ？をする もんじゃ

260 コラボ企画 歌って踊って演奏してみた 歌い手さん踊り手さん演奏してみたの方々のコラボ もんじゃ

261 コラボ企画 憧れのあの人とコラボしてみた

「歌ってみた」「演奏してみた」「踊ってみた」「声マネしてみた」の各ジャンルにて動画募集を募る。

会場及び、リスナーアンケートに基づき各カテゴリーの投稿動画上位8名には、原曲元の有名アーティストや

アイドル、声優の皆様と、大観衆の会場でコラボ配信

パペオ

262 コラボ企画 ニコニコこれくちょん

ニコ動の有名人とファッションブランド(手芸部でもOK)とコラボし、ステージで一芸を披露すると共に衣装のア

ピールをする

※ステージ後、衣装の販売を行う

なし

263 コラボ企画

歌ってみた、踊ってみた喫茶店

ブース

歌ってみた、踊ってみたの主がいる執事メイド喫茶

※有料でチェキ写などのサービスあり。また、小ステージで実演も行う

エビフライ

264 コラボ企画 オールスターニコニコ大感謝祭 詳細なし つけマユゲ

265 スポーツ 24時間100キロマラソンレース 一番早くゴールした人には、賞金がもらえる ターボ

266 スポーツ だるまさんがころんだ ニコ本社から制限時間内にメッセまで走る ぼんてーぬ

267 スポーツ スポーツ大会 出演者全員でスポーツ大会 たすまさん
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268 スポーツ 釣ってみた

ひたすら釣りをする

※たまに視聴者を釣る

かん

269 スポーツ

１９時女子プロレス　ニコニコ超会

議大会

超会議を通じて多くのユーザに女子プロレスを知って貰う

※埼玉県蕨市に拠点を構える女子プロレス団体アイスリボンが行っている「１９時女子プロレス」に出演依頼

Ｍｒ．ＴＴ

270 スポーツ 夏野さんの２４時間マラソン

夏野さんがニコニコ本社から幕張メッセまでを走りきる（もちろん生放送）

※「超会議企画運営生放送」のようなものを行い、夏野さんはもちろん、川上会長やひろゆきさんも参加の上

で、夏野さんを走らせるようにし向ける（娘さんの手紙なども仕込みで用意する）

なし

271 コスプレ 繚乱の生女装講座 会場内で女装したい人を抽選で募集し当たった人をモデルにして、百花繚乱が公開女装講座をしてくれる なし

272 コスプレ メイクアップ体験 メイク詐欺系生主が観客やリスナーを男の娘にしたり、女の子にメークを施す オスカル

273 コスプレ コスプレコンテスト 東方・ボカロなどのコスプレコンテストの開催 ayazua

274 コスプレ ニコニコミケ

コスプレの祭典の生放送

※メールが非常に詳細です

渋谷の暗黒放送

275 コスプレ コスプレ・男装女装 企画名称の通り 梨麻（りおん）

276 コスプレ キャラコスプレプロレス大会 長島☆自演乙☆雄一郎、DDT、アイスリボン勢などを含めたニコニコ関連のキャラコスプレプロレス大会 たくみるく

277 コスプレ コスってみた 踊り手さん、歌い手さんがコスプレして歌うor踊る れい＠

278 コスプレ 腐女子・腐男子コスプレ タイトルの通り さとちゃん

279 コスプレ 「コスってみた」 コスプレの着替え男女別のスペースがあり、コスプレとそれを撮影する専用のスペースがある OH-IN

280 コスプレ

幕張ニコニココレクション（通称ニコ

コレ）

パリコレ・東京ガールズコレクションのニコ動版

・ニコ動おなじみのキャラ・動画のコスプレをしたユーザ・ゲストが、パリコレや東京ガールズコレクションのよ

うに花道をウォーキング

・スペシャルゲストでプロモデルを呼んで、ハイクオリティかつくだらないコスプレをさせてみたり、リアルにか

わいい格好をさせたりするサプライズ

HEROKIDORI（正木）

281 アニキ 『哲学者の集い』

ビリー・へリントン氏（アニキ）関連の動画のコンペディション。

・本人やニコニコで有名な哲学者(ぽこたなど)も交えて最も出来の良い動画を評価する。

・優勝者はビリー氏本人とレスリングの権利。

そんな企画で大丈夫か？

282 アニキ アニキ動画制作 ニコニコ内にいるビリー・へリントン氏（アニキ）関連の動画制作者が集まり、皆で動画をつくる。 そんな企画で大丈夫か？

283 アニキ 「森の妖精、超レスリングバトル」 ニコニコ超会議特設リングで繰り広げられる歪みねえ生レスリング けん。

284 アニキ ガチムチ男尻祭

全員フンドシのスペース、兄貴登場、パンツレスリング大会で優勝者が兄貴とファイト、タオルで集団股こす

り、ホイホイ炒飯料理会

なし

285 MMD MMD（MikuMikuDance）杯 超会議来場者、視聴者参加型のミクもののMMD杯 フロンタル

286 MMD MMD杯（公式版） ニコ動公式のMMD杯 荒巻

287 MMD MMD優秀作品上映会＠ファーレ 作品の選定は運営任せ 荒巻

288 ニコニコ神社 ニコニコ神社

ニコニコ神社を超会議の会場にも設置

※四方をモニタで囲んで背景が変化するハイテク神社にする

sippotan

289 ニコニコ神社 ニコニコ神社inニコニコ超会議 来場者にニコニコ神社に参拝してもらう sakamoto

290 ゲーム

おまえらいつまでたっても子供だ

なｗ

広大な場所を使ってホースから大量に放水してみんなびしょぬれになろうぜ、など

※鬼ごっこ、かくれんぼ、だるまさんが転んだ　なども

じょり～ん

291 ゲーム 音声連動ゲーム番組

ラジオ形式の番組と連動するニコニコアプリのゲーム

※番組の進行と共にゲーム内容も展開していく

なし

292 ゲーム 六本木カジノロワイヤル

定番のカジノゲームに加え、『カイジ』＆『ライアーゲーム』に登場したゲームで勝負。

※一番コインを持ったほうの勝ち

ターボ

293 ゲーム THE コメントかわし ニコファーレのコメントをプレイヤーがスーパーマリオみたいにかわしていく D

294 ゲーム オセロ大会 来場者同士でオセロの対局（トーナメント形式） なし

295 クイズ ニコニコ動画検定

ニコニコ動画に投稿された動画の中からカルトクイズを出題し、それに解答する

※クイズ回答者は予選形式で選出

ベヴェル・ディーマ

296 クイズ 「ニコニコクイズステージｊ」(仮)

ニコニコ動画スタートから現在までを振り返るクイズ形式で振り返る。

超会議に参加しているニコニコユーザーの中で誰が一番ニコニコ動画に詳しいのかを決める

shrine（しゅらいん）

297 クイズ ニコニコ動画と振り返るn年間

ニコニコ動画のサービス開始時から今までにあった世の中の出来事を投稿されている動画を見ながら、クイ

ズ形式で楽しむ

※優勝者はアメリカ横断ウルトラクイズのあの帽子のニコニコ動画版とかが商品とか

おわたん

298 クイズ ニコ厨対抗「クイズ番組」

一般的なクイズ番組を、ニコニコ版でやる

※カテゴリは、ボカロ・東方・アニメなど。イントロクイズなど

うらは

299 クイズ 「チーム対抗！クイズバトル」 各カテゴリで活躍する人達がチームを組んでクイズバトルに臨んでもらう K

300 クイズ クイズ大会

会場のみならず、PCからの視聴者も参加できる形にする

※各ピリオドごとに粗品を用意

小岩井みつば

301 クイズ ニコニコ頭脳パワー！！

元ネタ(マジカル頭脳パワー！！)と同様パズルや推理クイズなどで頭の柔らかさを競う

※解答者は主にニコニコ動画関係者

常時

302 クイズ

ニコニコ動画　お笑いウルトラクイ

ズ

ニコニコ動画関係者を参加者とする

※間違えたら熱湯風呂などの罰ゲームを実施する

太郎

303 クイズ ニコニコ横断ウルトラクイズ アメリカ横断ウルトラクイズのニコニコ版 エビフライ

304 クイズ 「ニコニコ横断！ウルトラクイズ」

ニコニコ動画に関するあらゆるジャンルを網羅したクイズを出題し、一般挑戦者が勝ち抜いていくクイズ番組

※幕張メッセをスタートにし、最終的にはニコニコ本社で決勝戦

alphawave

305 クイズ ニコニコクイズ王

大百科の本文から、それが何の説明なのかを当てる

※選択肢を4つ用意し、Webユーザは画面上で投票、幕張メッセ会場のユーザは携帯電話・スマホから投票

HEROKIDORI（正木）

306 クイズ ニコニコミリオネア

クイズミリオネアのニコ動版(賞金は１０００万ニコニコポイント)

　ミリオネアでおなじみのライフラインもニコ動版になる

　　・オーディエンス：ユーザが4つの選択肢をWeb投票により選び、解答の割合を回答者に提示

　　・テレフォン　　：超会議中に生放送をしているユーザの誰かにランダムでつながる

※解答者候補は、ひろゆき、めがね、夏野さん、他ゲスト

HEROKIDORI（正木）

307 R18 エロゲー企業ブース

協賛してもらえるエロゲー会社のＰＲブースを用意し、全年齢版などに配慮した上でＰＲしてもらう

※エロゲーの魅力はエロだけじゃないという視点で

OH-IN

308 R18 Ｒ１８生主大集合 Ｒ１８ジャンルで事前に選出された生主が放送を行う OH-IN

309 R18 ニコ生ＢＡＮ対策講座

ニコ生主に向けて、ＢＡＮにならずに配信するには？をテーマに生主に討論してもらう

※運営も参加し、「ニコ生Ｒ１８タグ」の意味を解説公式見解を発表してもらう

OH-IN
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310 R18 「とびだすＲ１８タグ！」

年齢による入場制限が存在するパーテーションで仕切られたスペース

※ＴＥＮＧＡの配布などが行われたり、エロゲーの積極的な宣伝が行われる

OH-IN

311 その他

「ニコニコ専用ラジオリンク」×「公

式ニコラジ」スペシャルコラボ

タグ「ニコニコ専用ラジオリンク」「ラジオしてみた」で投稿している者がニコニコ超会議で公式ニコラジのＤＪ

やまだひさしさんと夢のコラボ！プロのラジオＤＪとアマチュアのラジオＤＪが夢のトーク共演を行なう

ステディ

312 その他 運営土下座会 詳細なし なし

313 その他 ニコニコドッキリ

現地に来てくれたユーザー又はニコニコ有名人にドッキリを仕掛けてほくそ笑むもの

※いたずら的なのではなくて、ひそかに望んでいたものや夢を突然かなえてあげるようなドッキリ限定

じょり～ん

314 その他

ニコニコ動画公認「Android-TV」販

売イベント

今現在一部で販売されているAndroid-TVを完全日本仕様、ニコニコ動画仕様にして公開、販売する AK

315 その他 大規模中曽根OFF みんなでメッセを練り歩く 小岩井みつば

316 その他 最強ニート決定戦

全国予選を勝ち抜いたメンバーが、いかに自力を使わず他力本願のみで効率よく生活しているかを各自制

作の動画にてプレゼンし、優勝者にはさらに一年間のニート生活を保証（ドワンゴ経費にて）ニートの星にな

る。

※スローガン「働　い　た　ら　負　け」

じょいこ

317 その他 ニコニコ目安箱

「ニコニコ目安箱」タグを公式に新設、発表し、ニコニコ動画（もしくは運営）に対して意見やアイデア、改善し

て欲しい事、を具体的に作品としてまとめて動画や静画にアップする

※多くのユーザーからの支持を受けた提案について運営側が超会議で実現の約束を宣言する

popop

318 その他 ニコケット！

コミケのニコニコ版でニコ動ユーザーがブースを出す

※歌い手、踊り手、実況者、ボカロP、生主…etcが自分のオリジナルの物を販売する

たまごぼーろ

319 その他 ニコニコだよ全員集合！ ニコファーレ全体を使った電子＋原始的なコントを展開 にょろんさん

320 その他 ニコニコフリーマーケット ニコニコ動画で活動するユーザーが、自身が作ったグッズや本、CD等を持ち寄って販売する sippotan

321 その他

「3ミニッツステージ　～俺たちはや

ればできる子～(仮)」

参加者を事前または会場で募集し、ステージ上で３分間好きにパフォーマンスする。

※1分や2分の段階でアンケート→規定値以下の場合、強制終了させる

だめ人間

322 その他 ニコニコギネス記録 会場のみんなで何かのギネス記録に挑戦！！ 藤椿

323 その他

「ニコニコセールスマン  ～僕と契

約してプレミアム会員になってよ！

～」（仮）

事前にセールスマンを応募し、超会議開催中に来場者へ営業をかけてもらい、プレミアムになってもらう

※プレミアム獲得者にはインセンティブを用意する

だめ人間

324 その他 みんなで作ろうTV番組企画！

ニコニコで募集したプロを目指すクリエイター達で、企画や原案を考えてテレビに売り込む原案を作る

※ネットユーザーも交える

なし

325 その他 即興むちゃぶり 来場者にだされたむちゃぶりなお題を出場者がやる もんじゃ

326 その他 ミステリーショー

視聴者参加型のミステリーショー

※後日視聴者から回答を募集

水無月

327 その他 松岡修三のエールfor東北 松岡修三がニコニコ動画で人気のメッセージを東北に向けて言う かきらん

328 その他 8時だよ声真似さん集合 声真似でアニメのワンシーンを実演 なーすけ

329 その他 お前以外全員ブーンwww

何も知らないターゲット以外の参加者が全員急に「ブーンwww」と両手を広げて走り回る

※BGM：VIP STAR

愛のVIP戦死

330 その他 働いてみた

ニコニコ版出張ハローワーク

※全国各地の、人手を欲しがっているけど、なかなか人が集まらないような場所だったり、「え、なにそれ?」と

ちょっと気になる謎っぽいバイトをかき集めて、一挙に紹介するような内容

ａｚ

331 その他 こんなサブタイトルで大丈夫か？ いろんなお題（画像）にそったタイトルのサブタイトルを考える ほらふく＠歌ってる実況生主

332 その他 ユーザーリクエストに頼ってみた やってみたのパフォーマンス曲などをニコ電、アンケートなどで募集して決める 友志

333 その他 ラーメンズ特別公演 ラーメンズのファーレでの演出・パフォーマンス まっちゃん

334 その他 コンドルズ特別公演 コンドルズによるコンテンポラリー踊ってみたパフォーマンス まっちゃん

335 その他 にこにこおーくちょん

ユーザのお宝をみんなで鑑賞して競りにかける

※集まったお金は義援金とか？

ますだ

336 その他

ニコニコサスペンスシアター

『人気クイズ番組カンニング事件』

とあるテレビ局の人気クイズ番組で当日の収録につかう問題が何者かによってコピーされカンニング用のメ

モに使われたことが収録後に発覚した。

カンニング行為を行った解答者は、この４人の中にいる。

※視聴者は、４人の中に誰が犯人かを予想。最終的に、探偵役は視聴者のアンケートを参考に犯人を指名

ターボ

337 その他

ニコニコサスペンスシアター

『コンサート衣装盗難事件』

とあるホールで、ある人気アイドルグループのコンサートが行われる。

リハーサルを終え本番一時間前に前に迫った楽屋で事件発生(衣装が盗まれてしまう)

※視聴者は、４人の中に誰が犯人かを予想。最終的に、探偵役は視聴者のアンケートを参考に犯人を指名

ターボ

338 その他

ニコニコサスペンスシアター

『スポーツドリンク下剤混入事件』

社会人アメリカンフットボールの試合中

相手チーム全員がが激しい便意におそわれた。どうやら、何者かがスポーツドリンクに下剤を入れたのだ。

犯人は、一方のチームの４人。

※視聴者は、４人の中に誰が犯人かを予想。最終的に、探偵役は視聴者のアンケートを参考に犯人を指名

ターボ

339 その他

ニコニコサスペンスシアター

『イカサマギャンブラーを見破れ』

カジノが日本で合法化された近未来。ポーカーやブラックジャックといったトランプゲームでイカサマが発覚。

この４人の中で、ディーラーとグルになっているイカサマギャンブラーは誰か？

※視聴者は、４人の中に誰が犯人かを予想。最終的に、探偵役は視聴者のアンケートを参考に犯人を指名

ターボ

340 その他 「テレビちゃんを探せ！！ 」

ニコニコ動画のマスコットキャラクター　テレビちゃんを超会議のいろんな所に隠し、それを会場に来たお客さ

んに探してもらう

※見つけた人には、数に応じて賞品を提供する

だめ人間

341 その他 ニコニコ動画がなくなる日

超会議当日、視聴回数が少ないことに腹を立てたユーザー達が、ニコ生をつかい幕張メッセ・ニコファーレ・

ニコニコ本社同時爆破テロ放送をする事になった。

暴走する生主たちを阻止する為、エリート刑事達が凶悪犯罪に立ち向かう。

※２０００以上もある番組の中から、実行犯３名を探し出す

ターボ

342 その他 ひろゆき☆歌謡ショウ ひろゆきさんの歌謡ショーをステージで行う エビフライ

343 その他 運営体験ブース

普段運営者が使っている管理ツールなどを（公開して問題ない範囲で）公開する

※ニコニコ神社のような生放送を行いつつ運営コメントなども打てる疑似体験も

エビフライ

344 その他 ニコニコ本社出張所

グッズ売り場、喫茶店などの出店

※衝撃の青カレーが食べられるなど

エビフライ

345 その他 将棋ブース ハッシーことプロ棋士橋本崇載七段の「SHOGI - BAR」出張所 エビフライ

346 その他 パチンコ、スロットブース

パチスロメーカーにスポンサーになってもらい人気のパチスロの試遊機をおく。

※ニコニコチャンネル系のすべての企業にあてはめることが可能では？

エビフライ

347 その他 在日米陸運ブース

チャンネルで人気の在日米陸軍のブース

※レーション試食販売や備品展示など、日米親善祭りのようなものにする

エビフライ

348 その他 自衛隊ブース チャンネルで人気の自衛隊のブース エビフライ
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349 その他 「まじめなパネル展示」 ・小さな壁面のコーナーに、「ニコニコ歴史年表」「ニコニコ宣言」「ニコ生利用規約全文」のパネルを掲げる OH-IN

350 その他 「パチスロ実機うってみた」

パチスロのメーカーに協賛してもらい新台のＰＲコーナーを実施

※数台のパチスロが並び、ユーザーが試遊できる

OH-IN

351 その他 「超会議クルーズ」

ＴＤＬさながらのマイクパフォーマンスをする船長とともに、来場者が一緒に会場をまわる

※電車ごっこのように輪になったロープを保持してもらいながら超会議のみどころをまわる

OH-IN

352 その他 「プレアカ待遇システム」

プレミアムアカウントユーザー向けの特設コーナーや物販コーナーにおける割引サービスを行う

※会場内でプレミアムアカウントを取得できるコーナーも設ける

OH-IN

353 その他

「ニコニコ超会議全てのユーザー

にありがとう！総額（ニコニコアカ

ウント数）円分大還元祭！」

ニコニコアカウント数分のニコｐｔを超会議で配布するというもの

※来場2525人目や特定のイベントで優勝した人などへ配布する

OH-IN

354 その他 「2525超会議カフェ」

原宿にあるニコニコ本社にある2525カフェが超会議に出張して出店する

※プレミアム会員に対しては25%増量で提供する

OH-IN

355 その他

アニメ別声真似大会！！～声真

似生主の集い～

アニメ別に別れて、声劇を行う。会場の人とリスナーにアンケート形式でどこのチームが良かったか投票して

もらい、一番を決める

356 その他 日本の歴史館

縄文時代から平安・戦国・江戸・近代・現代までの日本の風俗を映像で体感できるコーナー

当日は会場で集まったお客さんに現代平成の風俗を表現してもらい、記録する

なし

357 その他 ニコニコ握手会

チケットを購入すると、ひろゆき、夏野さん、メガネ、歌い手、踊り手、ニワンゴちゃん、ニコニコテレビくん等、

押しメン？一人と握手が出来るというもの

HEROKIDORI（正木）

358 その他 ニコ超クルーズ

Pや生主を船長とした、十名程度の参加者を案内する定期クルーズ開催

・参加者に海賊アイテムや手投げ爆弾を貸与、有料の貸出コスや宴も

・出展ブースに足場やマット、垂れ幕などを利用した専用航路を設定

後藤

359 その他 ニコ電バトル 芸人や生主がニコ電を通して対決するというもの だめ人間

360 その他 東方ニコ童祭 同人作品、同人誌即売、グッズ販売、コスプレ祭、アレンジ曲祭、神主と飲み会、東方一色のスペース なし

361 その他 ニコマス祭 アイマス一色のスペース、声優ライブ、おっさんP交流、グッズ なし

362 その他 ニート親睦会 ニートのみが入れるコーナーを設け、ニート同士の交流を深める なし
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