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～『第8回あなたが選ぶオタク川柳大賞』結果発表～

今年の「ネ申」(大賞)は、
“生活の レベルを下げて レベル上げ” に決定！
今大会は上位10作品をミニドラマ化、あの警備隊も出演！
ブロードバンド接続サービスなどを提供する、株式会社インターリンク（東京都豊島区、代表取締役：横山正、以下イ
ンターリンク）は、「第 8 回あなたが選ぶオタク川柳大賞」(※1)の各賞を発表しました。
最終選考を通過した 20作品は、一般投票(投票総数7,225通)によって各賞が決定。今大会は「生活の レベルを下げ
て レベル上げ」(ＬＶ28 様・20 代)が投票開始時より独走、他の追随を寄せつけないまま「ネ申」の称号と賞金 10 万円を
手中に収めました。「「お仕事は？」 「自宅警備と 狩り少々。」」(みゆみゆ様・20 代)も根強い人気作品となり、3 位以下
を引き離して第 2 位でフィニッシュ。今大会より新設された敗者復活枠「人情と 妹だけは 義理がいい」(モニタの中の
人様・30 代・第 7 回応募作品)は第 9 位と健闘しました。敗者復活枠は Twitter の RT 数を参考に過去応募作品から選出
されましたが、Twitter 内で評価が高かった今大会の応募作品「腐女子腐女 腐妻腐母経て 腐老腐死」(腐母なう様・40
代)、「ダァシェリエス ゴチュウイクァダサァ ダァヒェキイェス」(車掌王に俺はなる様・20 代)、「くぁｗせｄ ｒｆｔｇｙ ふじこｌ
ｐ」(vaien様・10代)、以上は残念ながらベスト10入りを果たすことはできませんでした。しかし、よりコアな方向に進むオ
タク川柳を盛り上げてくれた作品に間違いありません。
同時開催された 5 代目にゃこ式部を決める「猫耳キャラオーディション」では、二次元部門に「Sugar’d」様、三次元部
門では「えりにゃん」(浜美恵梨奈)様がそれぞれグランプリに輝きました。えりにゃんさんには、三次元部門グランプリ
の副賞として、第 14 回 JapanExpo(パリ)へご招待、現地では PR スタッフとして当社出展ブースをサポートして頂きます。
また、ファイナリスト(にゃこ式部候補生)の声によるアピールのために、投票期間限定で「VoiceBahn」(ボイスバーン※
2)内にチャンネルを設けましたが、グランプリ受賞を受けて、急遽、浜美恵梨奈さん名義でチャンネルを新設することに
なりました(※3)。
声アプリ「VoiceBahn」採用と並んで初の試みとなったのは、川柳の上位 10 作品のミニドラマ化です。アキバの顔で
ある”世界の”ラジオ会館が、各作品を実写で再現しました。1 作品 15 秒ではありますが、えりにゃんさんや今話題の
「自宅警備隊」(※4)にご出演頂いております。ミニドラマの放映は、ラジオ会館1 号館の街頭ビジョンにて、本日16 時よ
り開始。Youtube でも作品を公開して参ります。
第 8 回大会も多くのご応募、投票を頂きましたことを心より御礼申し上げます。インターリンクは国内外を問わず、更
なるオタク文化の発展に貢献する所存です。2013 年 11 月から開始となる第 9 回にもご期待下さい。
(※1）「オタク川柳大賞」は株式会社インターリンクの登録商
標です。
(※2) ボイスバーン・ジャパン株式会社提供のスマートフォ
ン専用無料アプリ。
(※3) 浜美恵梨奈(えりにゃん)
VoiceBahn チャンネル

http://vbsns.jp/vbdl/

Twitter

http://twitter.com/_erinyan

(※4) 自宅警備隊
http://www56.atwiki.jp/hgg01/
【第 8 回あなたが選ぶオタク川柳大賞 公式サイト】
http://www.575.cc/ (PC、携帯共通)
※投票者向けプレゼントの当選者は同サイト及び「オタク通
信」(無料メールマガジン、月 1～2 回発行)内で発表します。

【参考】
・オタク川柳ミニドラマ (左画像)
「お仕事は？」「自宅警備と 狩り少々。」(第 2 位作品)
http://youtu.be/7UUJS0667gM
※3/22 正午より上記 URL にて公開します。
・入選 20 作品の解説
「第 8 回オタク川柳 ひとこと解説」
http://blog.interlink.or.jp/2013/02/8-d362.html
【第 8 回オタク川柳大賞 最終順位】
※数字は得票数。( )内はペンネームと年代。
※猫耳キャラオーディション二次元部門、三次元部門の結果も http://www.575.cc でご覧下さい。
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生活の レベルを下げて レベル上げ (ＬＶ28 様・20 代)
「お仕事は？」 「自宅警備と 狩り少々。」 (みゆみゆ様・20 代)
これほしい オタノミクスに デフレなし (なる様・30 代)
おかあさん 昔はマチルダ 今はドム (威伽路主様・10 代)
ぱみゅぱみゅと トイレの中で 言ってみる (粟井双仙様・70 代)
萌えキャラも 母の名前じゃ 萎えキャラに (ダイコンマン様・20 代)
にわかヲタ リア充よりも 気に障る (うさぎみみ様・20 代)
ツンデレは 2 次元までだ 覚えとけ (ウメハラ画面端様・20 代)
【敗者復活枠】人情と 妹だけは 義理がいい (モニタの中の人様・30 代)
密林で ネコや飛脚と 顔馴染み (アマゾンライダー様・40 代)
彼女だと 画面見せられ 会釈する (ごんたろう様・40 代)
ジョジョ立ちし 腰が砕けて 救急車 (ミッツ様・20 代)
娘の名 どうする？ハルヒ？ ミク？ほむら？ (ムラさん 様 ・20 代)
握手会 徹夜で並んで 悪臭会 (フレグランス様・20 代)
葬式で 読まれるお経が 初音ミク (越智・S 様・20 代)
腐女子腐女 腐妻腐母経て 腐老腐死 (腐母なう 様 ・40 代)
ダァシェリエス ゴチュウイクァダサァ ダァヒェキイェス (車掌王に俺はなる様・20 代)
くぁｗせｄ ｒｆｔｇｙ ふじこｌｐ (vaien 様・10 代)
おりたちは おまいらたちの 理解者です (おたた様・60 代)
リポ D の CM 見れば 夢心地 (風と木と雑草の詩様・40 代)

＜会社概要＞
株式会社インターリンク
http://www.interlink.or.jp/
インターネット黎明期である 1995 年よりサービスを開始。今年で 18 年目を迎える老舗 ISP。2000 年よりドメイン名登録事業を開
始、2006 年 10 月には日本で 8 社目の ICANN 公認レジストラに認定。2012 年 9 月、ドメイン販売数が 500 種類を超え、日本
最大の販売規模を更新した。新 gtld 分野では「.moe」を申請済。インターネットを通じた社会貢献活動として、2012 年度は「グラジェ
ネ向け無料 iPad 教室」を開催中。
ボイスバーン・ジャパン株式会社
http://www.voicebahn.jp/
2011 年 11 月設立。生声の音声配信アプリ「ボイスバーン」を 2012 年 6 月にリリース。ボイスバーンは、音声ゲーム「シーマン」
などを開発したゲームクリエーター斎藤由多加氏がプロデュースしたもの。2013 年 1 月には留守番電話メッセージのアプリ「直留
守ドロッパー」をリリース。「ボイスバーン」をはじめ今後も「声」を使ったコミュニケーションを司る新しいサービスを展開していく。
株式会社ラジオ会館
http://www.radiokaikan.jp/
ラジオ会館は、“ラジ館”の愛称で親しまれる JR 秋葉原駅の電気街口から程近い電気製品や無線機、ホビーショップなどを擁する
テナントビルです。2012 年で築 50 年を迎えるラジオ会館は、現在建て替え工事を行っており、2014 年には新・ラジオ会館がオー
プンする予定です。株式会社ラジオ会館は、テナントビル運営会社と連携して、EC モールの運営、地域店舗巡りアプリ・サービス、
各種メディア開発、イベント開催などの事業を展開し、秋葉原地域の活性化に取り組んでいます。
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