


本日はご来場いただきまして、誠にありがとうございます。

AnimeJapan第3回の開催となります。
ホップ、ステップ、ジャンプ！ と回を重ね、出展企業数・作品数は最大に、
ステージイベントやビジネスエリア、ファミリーアニメフェスタの内容も
さらに充実しました。
年に一度の“アニメのすべてが、ここにある。”祭典です。
ファンの方々には思う存分楽しんでいただき、
ビジネスの方々には有意義な機会としていただければ幸いです。

これからも、すべての来場者・出展社の皆様と共にAnimeJapanを盛り上げ、
日本のアニメの魅力を発信していきたいと思います。
何卒、よろしくお願い申し上げます。

一般社団法人アニメジャパン　理事長

内田健二

Thank you very much for attending the event today.

This is the opening of the third AnimeJapan.
Repeating “Hop, step, jump!”, this is the largest number of exhibitors and 
works we have had, and we have further enriched the content of the stage 
events, business area, and family anime festival.
This is the once-a-year fair where “Here is Everything about Anime.”
We wish the fans to have a great time and business people to have 
meaningful opportunities.

And in the future as well, we want to send out the attractiveness of Japanese 
anime, and have a good time at AnimeJapan along with all of the attendees 
and exhibiting companies.
By all means, let’s enjoy the festival!

Kenji Uchida
Chairman, AnimeJapan Organization

ごあいさつ
Greetings from AnimeJapan 2016
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Floor Map

❶RED/GREEN/BLUEステージ 
RED/GREEN/BLUE Stage 

RED（約1,500名）、GREEN（約1,000名）、BLUE（約500名）に分
かれた事前応募制観覧ステージです。最新アニメ作品の発表やト
ークイベント、ライブ等、様々なステージを展開します。
These are pre-registration stages divided into RED, 
GREEN, and BLUE. A variety of events will be held, such 
as talk show and live performance stages.

❷オープンステージ OPEN Stage
どなたでも自由観覧可能なステージです。趣向を凝らした企画イ
ベント、最新アニメ作品の発表やトークイベント等、両日共に様々
なステージを展開します。
This is the free viewing stage. A variety of events will be 
held such as new work presentation and talk show stages.

❸コスプレイヤーズワールド Cosplayer’s World
AnimeJapanならではの公式背景と共に、国内外のコスプレを愛
する皆様に楽しんでいただける空間をご提供します。
A fun space will be provided at AnimeJapan for cosplay 
lovers in Japan and abroad.

❹WALL OF ANIMATION 2016
WALL OF ANIMATION 2016

今年放送・公開されるアニメーション作品の告知ポスターを一堂に
集め、一挙に展示します。

Promotional posters of the brand-new animation works this 
year will be exhibited on the wall.

❺フードパーク Food Park
料理の味も見た目も美味しい、人気のアニメ作品とコラボした
AnimeJapanならではのオリジナルメニューをお楽しみください。
Please enjoy the original menu of several dishes created 
by AnimeJapan in collaboration with popular anime.

❻フードパークシアター presented by SUGOI JAPAN
Food Park Theater presented by SUGOI JAPAN

3月22日に発表されたばかりの「SUGOI JAPAN Award2016」
から、アニメ部門の上位5作品をフードパークシアター内の専用モ
ニターで上映します。
Top 5 Anime works of SUGOI JAPAN Award2016 will be 
screened at the Food Park Theater.

❼プレミアムコラボレーション
伝統工芸×アニメ／ファッション×アニメ／コラボ10選
Premium Collaboration

「日本の伝統工芸×アニメ」「ファッション×アニメ」「コラボ10選」
のテーマに分けて、アニメと異業種の新しくプレミアムなコラボレ
ーションを紹介します。
The “Selected 10 projects  in  2015” for  anime 
collaborations with “Traditional Handicrafts of Japan” and 
“Fashion” will be displayed.
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❽AJガチャ AJ Gacha
AnimeJapanでしか手に入らない人気缶バッジ「AJガチャ」を販売
します。今年もアニメ業界を牽引する様々な作品が参加しました。
The metal badge "AJ Gachas" with exclusively designed 
popular anime will be sold.

❾携帯電話充電コーナー presented by NTT docomo
Space of Battery Charging for mobile presented by NTT docomo

広い会場内で携帯電話やスマホの電池が無くなってきたらこちら
へ。様々な携帯電話の充電サービスが無料で受けられます。
You will be able to receive free charging for mobile phone 
or smartphone.

10Production Works Gallery
Production Works Gallery

アニメ制作における「作画（アニメーター）」と「美術」にクローズア
ップ。月刊ニュータイプ編集部協力の下、アニメ制作会社一押しク
リエイターの作品を多数展示します。
In cooperation with the editorial division of the monthly 
magazine Newtype, a close up of “Key Animation  
(Animator)” and “Art” will be displayed.

11クリエイションステージ Creation Stage
第一線で活躍するクリエイターによる体験講座とクリエイション
セミナー、アニメ業界の最新情報をお届けするビジネスセミナーを
行うステージです。

The experiential lectures by creators, creation seminars, 
and seminars in relation to the anime business will be 
conducted.

12進路相談窓口 Career Counseling Service
アニメ業界に興味のある方へ、経験豊富な専門学校の担当者が進路
相談にお答えします。
The experienced staff of professional schools will give 
consultation on career in the anime industry.

13ビジネスエリア Business Area
アニメビジネス関連の会社が多数出展、快適な商談環境の下、アニ
メに関わるビジネスチャンスの創出を目的としたエリアです。
※入場は登録制です。3月25日（金）・26（土）のみ開催。
This is an area where numerous companies related to the 
anime business will exhibit for the purpose of creating 
business opportunities.

14ファミリーアニメフェスタ 2016
Family Anime Festa 2016

アニメが大好きなこどもたちが楽しめる企画がいっぱい。小学生
以下のお子様とその保護者の方限定のファミリーを対象にした同
時開催イベントです。
This is a family event, held at the same time, restricted 
to those of elementary school age and younger and their 
guardians.

AJ Night 2016
2016年3月26日（土）　開場 17:30／開演 18:00
○出演アーティスト［DJ］
ありがとう！ラブライブ！μ's MIX by Re:animation／
遠藤ゆりか&DJ和／DJ WILDPARTY／HARD STUFF／
motsu×DJ KAYA （五十音順）

○出演アーティスト［Live Act］
井口裕香／内田真礼／TRUE／西沢幸奏／水瀬いのり
（五十音順）

AJ Night 2016
March 26 [Sat] 2016 
Doors Open at 5:30 p.m. / Begins at 6:00 p.m.

animeloLIVE! Presents アニソンCLUB! 
2016年3月25日（金）　開場 17:30／開演 18:00
○出演アーティスト
motsu／ZAQ／奥井雅美／鈴木このみ／大橋彩香／i☆Ris
／三森すずこ／BAN BAN BAN

animeloLIVE! Presents Anison CLUB!
March 25 [Fri] 2016 
Doors Open at 5:30 p.m. / Begins at 6:00 p.m. 

Night Fes
会場：ディファ有明

Venue：Diff er Ariake

13
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メインエリア フロアマップ〈東1-3〉

アクアマリン
アトリエ・マギ
アニたまSHOP/ラジオ関西
ANIPPON.
アニプレックス
ANIPLEX OFFICIAL SHOP
アニマックスブロードキャスト・ジャパン
アニメ !アニメ !編集部
アニメイト
アニメシアターX（AT-X）
アニメとマンガの聖地ねりま創世会
アニメワールドスター
アミューズキャラクター
ARIA編集部
インターネットラジオステーション＜音泉＞
エイこれット
A応P
A3 MARKET
絵梦 - haoliners
加藤恵Project
京まふ（京都国際マンガ・アニメフェア）
KING BLADE
グーグーデプト
株式会社GATE
講談社
コミックス・ウェーブ・フィルム
彩ing
THEキャラ
株式会社サテライト
サニーサイドアップ
SANKYO
CSplus
JKめし！
システムサービス株式会社
松竹

白糸酒造株式会社
スカパー！
声旬！
Sony ハイレゾオーディオ
秩父アニメツーリズム実行委員会
dアニメストア
DEZAEGG.COM
株式会社　テレビ東京
TOKYO MX
TOHO animation
株式会社東北新社
ノイタミナショップ
株式会社バンプレスト
BS11
株式会社ぴえろ
一二三書房
フィギュアメーカーGift
Fate/Grand Order
ブシロード
舞台めぐり
プラスワン
PlayStation®
フロンティアワークス
ポニーキャニオン
ホビーストック
マーベラス
まどそふと
マリン・エンタテインメント
M IC
宮城・仙台アニメーショングランプリ
ufotable
ユメノソラ
ラジオ大阪Vステショップ

出展ブース INDEX

50音順
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The Main Area: Floor Map 〈East hall 1-3〉

Aquamarine
Atelier Magi
Anitama Shop / Radio Kansai
ANIPPON.
ANIPLEX
ANIPLEX OFFICIAL SHOP
Animax Broadcast Japan Inc
Anime!Anime! 
animate
Anime Theater X（AT-X）　
NPO,Association For Revitalization Of Anime/Manga City Nerima
Anime World Star co.,Ltd.
The character of AMUSE
ARIA Editorial Department
Internet radio station〈ONSEN〉
eikoretto
AOP
A3 MARKET
emon - haoliners
Megumi Kato Project
KYOMAF
KING BLADE
GooGooDept
GATE CO.,LTD
KODANSHA
CoMix Wave Films
saing
thechara
SATELIGHT Inc.
SUNNY SIDE UP
SANKYO
csplus
JKmeshi!
SYSTEM SERVICE CO.,LTD
shochiku

Shiraito Shuzo Co., Ltd.
SKY Perfect JSAT Corporation
Sei-Syun!
Sony Hi-Res AUDIO
Anime Tourism in CHICHIBU
d AnimeStore
DEZAEGG.COM
TV TOKYO Corporation
TOKYO MX
TOHO animation
TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION
noitaminashop
BANPRESTO
BS11
Pierrot Co.,Ltd.
HIFUMI SHOBO
Figure Maker Gift
Fate/Grand Order
Bushiroad Inc.
Butaimeguri
plusone
PlayStation®
Frontier Works Inc.
PONY CANYON INC.
HOBBY STOCK
Marvelous
Madosoft
Marine Entertainment
M I C
Miyagi / Sendai Animation Grand Prix
ufotable
YUME(no)SORA HOLDINGS
Osaka Broadcasting Corporation Vstation shop

Exibitor List

Exhibitors Listed in Japanese Alphabetical Order
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…………………………………………A22…25
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メインエリア フロアマップ〈東4-6〉

出展ブース  INDEX
アズメーカー
あにしゅが　キャラクターケーキ専門店
1月と7月
インターナショナル・メディア学院　声優アフレコ体験
インフィニット
うたの☆プリンスさまっ♪
ADK / NAS
エイベックス・ピクチャーズ
NBCユニバーサル・エンターテイメント
カーテン魂
KADOKAWA
GAMBA ガンバと仲間たち
キャラモード
グッドスマイルカンパニー&ウルトラスーパーピクチャーズ
コスパ
壽屋
GONZO
Cygames
J-アニソン神曲祭り / DJ和
GENCO
小学館集英社プロダクション
SuperGroupies
スタジオ地図-細田守監督のアニメーション映画制作会社-
sprite/fairys
セガ
専門学校東京ネットウエイブ
宝塚大学 東京メディア芸術学部
タカラトミー
タツノコプロ
谷川商事株式会社
中外鉱業
つくり
ティーゾーン&エムズファクトリー
ディオメディア
天狗工房-泉極志プロジェクト-

電通
TOYPLA
東映アニメーション
東映ビデオ
（株）トムス・エンタテインメント
日テレアニメ2016
ニトロプラス
日本工学院・東京工科大学
一般社団法人日本商品化権協会
一般社団法人日本動画協会
NEFT FILM
博報堂DYミュージック&ピクチャーズ
ハピネット
バンダイナムコ　映像音楽グループ
PikattoAnime / ピカットアニメ
ヒサゴ
株式会社ビリビリ
フィールズ株式会社
Production I.G
ブロッコリー
文化放送　A&G
文京学院大学
放課後ガールズトライブ
僕のヒーローアカデミア
株式会社ボンズ
丸井グループ
まんが王国とっとり
三井住友カード株式会社
アニメ モンスターストライク
ラブライブ !ミュージアム ～μ's meet The Powerpuff  Girls～
株式会社ルミカ
ローソン
ワーナー エンターテイメント ジャパン株式会社
ytv

50音順
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Exibitor List
azumaker
Animesugar
January & July
International Academy of Media Voice Actor Trial Postrecording 
infi nite
Uta no Prince-sama
ADK / NAS
avex pictures
NBCUniversal Entertainment
Curtain Damashii
KADOKAWA
GAMBA
CHARAMODE
Good Smile Company & Ultra Super Pictures
COSPA
kotobukiya
GONZO
Cygames
J-Anisong Kamikyoku Matsuri / DJ Kazu
GENCO
Shogakukan-Shueisha Productions Co., Ltd.
SuperGroupies
STUDIO CHIZU
sprite/fairys
SEGA
tokyo net wave
Takarazuka University School of Media Art in Tokyo
TAKARATOMY
Tatsunoko Production
TANIKAWA CO.,LTD.
CHUGAI MINING
Tukuri
T-ZONE & M'S Factory
diomedea
tengukoubou-sengokushi project-Animation production example-

DENTSU INC.
TOYPLA
TOEI ANIMATION CO.,LTD.
toeivideo
TMS ENTERTAINMENT CO.,LTD.
NTV anime
Nitroplus
Nihon Kogakuin College,Tokyo University of Technology 
Japan Merchandising Rights Association
The Association of Japanese Animations
NEFT FILM
Hakuhodo DY music & pictures Inc. 
Happinet Corporation
BANDAI NAMCO Visual and Music Production Business group
PikattoAnime
HISAGO
BILIBILI CO.,LTD.
FIELDS CORPORATION
Production I.G
BROCCOLI
JOQR A&G
Bunkyo Gakuin University
Houkago Girls Tribe
MY HERO ACADEMIA
BONES INC.
MARUI GROUP CO.,LTD.
Tottori Manga Kingdom
Sumitomo Mitsui Card Company, Limited
Monster Strike the Animation
LoveLive!museum  μ̃'s meet The Powerpuff  Girls̃
LUMICA CORPORATION
LAWSON, INC.
Warner Entertainment Japan Inc.
Yomiuri telecasting Corp.

Exhibitors Listed in Japanese Alphabetical Order
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「ANIPLEX Smile Lab.」でアニメの楽しみ方を見つけよう！

STAGEA1東
２ SELLINGEXHIBITION

アニプレックスブースの今年のテーマは「ANIPLEX Smile Lab.」。
アニメ、音楽、グッズ、舞台、ゲーム等、多岐にわたる展開を見せるアニプレックスから、
新しい楽しみ方を提案します！
今年もたくさんのキャラクターたちが皆様をお迎えします！
Let’s find the way to enjoy anime at 「ANIPLEX Smile Lab.」!

The theme of Aniplex booth this year is 「ANIPLEX Smile Lab.」
Here is the new approach to a wide variety of entertainment that Aniplex develops,
such as Anime, Music, Goods, Live Action, and Games!
Characters will wait and greet you at the booth!

アニプレックス
ANIPLEX

ADK / NASの最新アニメ作品情報を
お見逃しなく！

J29東
５ EXHIBITION

4月23日(土)公開の劇場版『遊☆戯☆王 THE DARK SIDE OF 
DIMENSIONS』をはじめ、2016年の最新アニメ作品情報をお届け
します！
ADK and NAS will provide information about new popular anime 
such as Movie “Yu-Gi-Oh! THE DARK SIDE OF DIMENSIONS” 
released on 23 April 2016！

Ⓒ高橋和希 スタジオ・ダイス／2016 劇場版「遊☆戯☆王」製作委員会

ADK / NAS
ADK / NAS
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AnimeJapanに初参加！
衝撃の新プロジェクト発表や
『神撃のバハムート GENESIS』の続報も！

EVENTJ15東
４ SELLINGEXHIBITION

CygamesがAnimeJapanに初参加！ 新プロジェクトや『神撃のバ
ハムート GENESIS』の続報を大発表！ さらに4月から放送のTVア
ニメ『神撃のバハムート マナリアフレンズ』から、本編の上映と出
演声優のトークショーを開催！ 無料配布物にもご期待ください！
First-time participation in AnimeJapan!
Striking new projects and continued broadcast of “Rage of 
Bahamut GENESIS”!
Broadcast of the original version of “Rage of Bahamut: Manaria 
Friends” from April and talk show of the voice actors with free 
goods!

ⒸCygames, Inc.

Cygames
Cygames

dアニメストアブースでは、アニメ好きがオススメする“ア
ニスト 春の100選”プレゼント抽選会の他、ライブやミュ
ージッククリップといったdアニメストアで配信中のアニ
ソン映像を多数展示。さらに、dアニメストア公式ツイッ
ターフォロワーの皆様には会場限定のプレゼントもご用意
しております。ぜひ、お立ち寄りください！　　　　　　
The world of anime is expanding!
Recommended by anime lovers, “100 of the Anist Spring” 
present raffles, exhibition of several animation images at 
“d AnimeStore”.Some gifts available at the venue for 
Twitter followers.

アニメのセカイ、拡大中！

dアニメストア
d AnimeStore

A60東
２ EXHIBITION

『Fate/Grand Order』ブースではリアル英霊召喚体験を
実施！ マシュの持つ盾を等身大サイズで立体再現、サーヴ
ァントの等身大パネルや制作資料の展示の他、オリジナル
グッズの販売もいたします。
Experience a real“ Summoning Heroic Spirits” event! We 
will have a 3D life-size production of Mashu’s shield,an 
exhibition of production materials and life-size panels of 
Servants, and sales of original goods.

マシュの盾を等身大サイズで展示！

ⒸTYPE-MOON / FGO PROJECT

Fate/Grand Order
Fate/Grand Order

A8東
２ SELLINGEXHIBITION
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皆様のご来場をお待ちしています。
『アイ★チュウ』『SHOW BY ROCK!!』
等、多数のキャラクター商品を出品しま
す。詳しくは、HP・ツイッターでご確認
ください。
Looking forward to welcoming one and 
all! Character goods of “i★Chu” and 
“SHOW BY ROCK!!” will also be displayed.

アトリエ・マギ
Atelier Magi

A47東
２ SELLING

ワクワク！ ドキドキ！ アクアマリン！ 
アクアマリンです。
『おそ松さん』『初恋モンスター』
『ふらいんぐうぃっち』等、新作
グッズの販売を予定しております！
We’re p lanning  for  brand-new 
goods,“Osomatsu-san”“FIRST LOVE 
MONSTER”“Flying Witch”etc.

アクアマリン
Aquamarine

A67東
３ SELLING

アニメグッズなら きゃらON！
話題のアニメタイトルから新作アニ
メまでたくさんのキャラクターグッ
ズを販売します。
Sale of many character goods, 
including popular and new anime 
titles.

アズメーカー
azumaker

SELLINGJ53東
６

Animejapan限定コラボスイーツ販売中！
3年連続出展となりました「あ
にしゅが」では今年もスイー
ツを販売いたします！ キャラ
クターが描かれたロールケー
キ等を販売予定です！

AnimeJapan limited collaboration sale underway!
3 years of exhibitions. Plans to sell roll cakes with characters 
drawn on them!

あにしゅが
キャラクターケーキ専門店

Animesugar

J49東
５ SELLINGEXHIBITION

『アニたまどっとコム』人気番組グッズを販売!!
『ロンハールーム』『モモノキファイ
ブ』『もじゃさく』『いちごまみれ』『10
年つづくラジオ』等人気ラジオ番組
の最新商品を取り揃えています。
Entertainment media of anime, voice 
actor and game "Anitama.com" is 
transmited by Radio Kansai.

Ⓒラジオ関西

アニたまSHOP/ラジオ関西
Anitama Shop / Radio Kansai

SELLING EVENTA65東
３ EXHIBITION

「ジャパニーズカルチャーを海外へ」

2016年新作ANIPPON.の展示物販を行います。詳しくは公式HP
http://anippon.jp/にて。
“Bringing Japanese culture to the world”
2016 New ANIPPON. exhibition goods version. http://anippon.jp/

ANIPPON.
ANIPPON.

SELLINGA66東
３

TVアニメ『ディバインゲート』、TVアニメ『クオリディア・
コード』等の映像出展や、舞台『弱虫ペダル』、ミュージカル
『薄桜鬼』、超歌劇『幕末Rock』、舞台『刀剣乱舞』『あんさん
ぶるスターズ!』等を映像で紹介します！
Video and exhibition of TV Anime “Divine Gate” and 
“Qualidea Code,” theater play “Yowamushi Pedal,” 
musical “Hakuouki,” super opera “Bakumatsu Rock,” 
theater play “Touken Ranbu” and  “Ensemble Stars!” will 
be introduced through the video.

TVアニメ『ディバインゲート』や
舞台『刀剣乱舞』の映像等を紹介！

マーベラス
Marvelous

A48東
２ EXHIBITION
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描き下ろしイラスト使用グッズ等を限定販売！
ANIPLEXブースで展示の描き下ろ
しイラストグッズをはじめ、AJ16
限定劇場前売券等を販売予定！ ぜひ
お越しください！
Come and get limited sale of goods 
and with exclusive illustrations at 
Aniplex Booth! AJ16 Limited advance 
theater tickets available as well!

ANIPLEX OFFICIAL SHOP
ANIPLEX OFFICIAL SHOP

SELLINGA2東
２

アニメ見るならアニマックス

アニメをいつでもどこでも見られる、アニマックスの魅力を伝え
ます。
If you want to watch anime, it has to be Animax.
Conveying the appeal of Animax. 

アニマックス
ブロードキャスト・ジャパン
Animax Broadcast Japan Inc

A21東
２ EXHIBITION

最新アニメの情報を会場よりお届け！

アニメ総合情報サイト『アニメ!アニメ!』の編集部が出張し、生配信
番組を放送。最新の情報を会場からお届けします。
Anime! Anime! is the most reliable anime news site in Japan. During 
AJ 2016, A!A! staff deliver the latest news and talks on live 
streaming with stunning guests.

アニメ!アニメ!編集部
Anime!Anime! 

EVENTA35東
２

アニメイト30周年企画をお披露目！
まもなく30周年を迎えるアニメイ
ト！　7月から始まる30周年記念の
企画をブースにてお披露目します！
また、展示や上映等も実施予定！
The 30th anniversary of Animate! 
Plans for the 30th anniversary 
celebrations beginning from July will 
be put up at the booth!

アニメイト
animate

EXHIBITION EVENTA57東
３

アニメも声優もAT-X！
ワンランク上のアニメ専門チャンネ
ル「AT-X」ブースでは、4月新作&人
気アニメ、オリジナル声優バラエテ
ィ情報等をお届けします！
AT-X booth, a quality anime-only 
channel, will present you with popular 
anime, original seiyu program, and the 
information of many other contents!ⒸAT-X, Inc. All rights reserved.

アニメシアターX（AT-X）
Anime Theater X(AT-X)　

A61東
２ SELLINGEXHIBITION

アニメとマンガ・映画の聖地　練馬・大泉からの発信

銀河鉄道999デザイン電車復活を支援し、 練馬・大泉のマンガ・ア
ニメ制作者と共に聖地練馬から日本を盛り上げる。
We support restoration of ‘The Galaxy Express 999’ designed train 
and enliven Japan from Nerima With creators in Oizumi, Nerima.

アニメとマンガの聖地ねりま創世会
NPO,Association For Revitalization Of Anime/Manga City Nerima

A17東
２ SELLINGEXHIBITION

他のお店では手に入らないグッズがたくさんあります
『宇宙戦艦ヤマト2199』『キャプテン
ハーロック』『銀河鉄道999』等、人
気作品のキャラクターグッズの販売。
Bringing you goods found only at 
this store.
“Space Battleship Yamato 2199,”  
“Captain Harlock,” “Galaxy Express 
999,” etc.Ⓒ2012 宇宙戦艦ヤマト2199 製作

委員会

アニメワールドスター
Anime World Star co.,Ltd.

A49東
２ SELLING

かわいいキャラクターがいっぱい！
日本の「カワイイ」が世界に羽ばた
く!! 国内外からの反響が増えている
キャラクターぬいぐるみを展示販売
致します。
Spreading the “cuteness” of Japan 
to the world!! Exhibition and sales of 
character soft toys that receive 
great public response.ⒸAMUSE

アミューズキャラクター
The character of AMUSE

A28東
３ SELLINGEXHIBITION
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限定･先行販売グッズを多数販売!! LIVE、トーク等ブースイベント満載の2日間!!
エイこれットはアニメグッズ等
を取り扱う通販サイトです。『プ
リパラ』等の新作グッズを販売
致します。ご来場お待ちしてお
ります!!

eikoretto is a site for the sale of anime goods. Advance sales of 
limited edition new “PriPara” goods only at the venue.

超巨大ステージ＆超巨大モニタ
ーが出現！ あのアーティストの
LIVEも！ あの声優のトークも！ 
あの人気作品の限定グッズ販売
も！ みんなで盛り上がろう！

Let's have fun with various stage events such as live concerts by 
the artists, talk-sessions by the voice actors and Limited editions 
of anime goods of the popular titles!!

エイこれット エイベックス・ピクチャーズ
eikoretto avex pictures

SELLING EVENTA15 J45東
２

東
５SELLING EXHIBITIONEXHIBITION

AJ初登場！ 「ARIA」のアニメ化記念祭！
「ARIA」作品の中から、TVア
ニメ化決定の『初恋モンスタ
ー』と大人気コミカライズ『あ
んさんぶるスターズ！』がグ
ッズになって登場！

ARIA magazine brings items from “First Love Monster,” recently 
announced its TV anime adaptation, and “Ensemble Stars!,” 
recently turned into a comic!

ARIA編集部
ARIA Editorial Department

SELLING EVENTA30東
３

『DYNAMIC CHORD』グッズ各種を販売！
今回は『DYNAMIC CHORD』のグッ
ズを中心に持って行きます。詳しい
情報は http://1to7.jp にて。
Marketing all types of DYNAMIC 
CHORD goods!
For details, please see http://1to7.jp

Ⓒhoneybee black

1月と7月
January & July

J20東
５ SELLING

声優体験! アニメのアフレコをしよう！
声優養成所・プロダクション・音響制
作等を運営する「IAMグループ」。ア
ニメ『雨色ココア』のアフレコ体験&
グッズ販売を行います。
“IAM Group” manages voice training, 
production, and sound production. 
Dubbing experience and sale of 
goods of “Rainy Cocoa.”Ⓒ株式会社IAM

インターナショナル・メディア学院
声優アフレコ体験

International Academy of Media Voice Actor Trial Postrecording

SELLING EVENTJ32東
６

アニメ・声優・ゲームのラジオ番組が全て無料配信！
<音泉>ブースでは、人気番組のラジ
オCDやグッズ等、お楽しみをご用意
して皆様をお待ちしております！
＜ONSEN＞ is free distribution radio 
programs of anime, voice artists and 
games!
We prepare many Radio CDs and 
goods!!

ⒸInternet Radio Station<音泉>

インターネットラジオステーション
<音泉>

Internet radio station <ONSEN>

SELLING EVENTA68東
３ EXHIBITION

最新作のご紹介×新作グッズを販売！
2016年に公開される最新作をご紹
介！ また、これまでに手掛けた作品
の新作グッズの販売も予定しており
ます。ぜひお立ち寄りください！
Introduction of the latest works for 
2016! 
Sale of new, hand-made goods is 
also planned.Ⓒinfinite

インフィニット
infinite

J56東
６ SELLINGEXHIBITION

『うた☆プリ』人気グッズが盛りだくさん♪
新グッズ等が続々登場します。
グッズ詳細はブロッコリー公
式HPをチェック！ 当ブース
にお並びいただくには事前抽
選が必要となります。

We will have the brand new goods at our booth. Check out the 
detail at BROCCOLI official HP.
Ⓒ早乙女学園

うたの☆プリンスさまっ♪
Uta no Prince-sama

J66東
６ SELLINGEXHIBITION
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今年も勝手にAnimeJapanを応援します！
アニメが大好きなガールズユニット
「A応P」が今年も会場を盛り上げる
べく、ライブやトーク等のイベント
をお届けします！
AOP is a girl pop group. They sang two 
opening songs for “Osomatsu-san,” 
which have become big hits in Japan. 
They will play a live show in their site.

A応P
AOP

STAGE EVENTA62東
２ SELLING

イケメンと美少女揃えました
モバイルを中心としたオリジナルグ
ッズを展開しているエースリーマー
ケットと申します。イケメンと美少
女を各種取り揃えての初参加です。
This is our fi rst participation, lined up 
good-looking boys and pretty girls. 
We will expand our original goods 
with a focus on the mobile.

A3 MARKET
A3 MARKET

SELLINGA37東
２

新作の映像＆展示がNBCユニバーサルブースに集結
NBCユニバーサルが贈る最新作の映
像＆展示を展開します！ 2016NBC
ユニバーサルの全てがここにある！
皆様お待ちしております！
Videos and exhibitions of our latest 
work! All of NBC Universal is here! 
We’re waiting for everyone!

Ⓒ2016 Universal Studios. All 
Rights Reserved.

NBCユニバーサル・エンターテイメント
NBCUniversal Entertainment

J28東
５ SELLINGEXHIBITION

世界中の窓に痛カーテンを……
カーテン魂ブースでは、アニメ
キャラクターのカーテン、のれ
ん、シーツ、抱き枕、タペスト
リー等の“痛”インテリアグッ
ズを展示・販売しております。

Curtain Damashii booth will have display and sales of anime 
character curtains, noren, sheets, dakimakura, tapestries, and 
many other “Ita” interior goods.

カーテン魂
Curtain Damashii

J8東
５ SELLINGEXHIBITION

新作アニメ『銀の墓
ガーディアン

守り』始動！
新規アニメーションチーム『絵梦（エ
モン）』の第1弾作品『銀の墓守り（ガ
ーディアン）』の情報が公開！ ぜひご
覧ください！
Information on the new animation 
team Emon’s fi rst work,“The Silver 
Guardian” published! Please take a 
look!

絵梦 - haoliners
emon - haoliners

EXHIBITION EVENTA20東
２

KADOKAWAの2016年アニメが大集結！
『文豪ストレイドッグス』の他、新作
アニメが勢揃い！ 物販コーナーでは
会場限定の原作者サイン入りコミッ
クスや書籍も多数販売！
KADOKAWA 2016  an ima t i on , 
including “Bungo Stray Dogs!”
Comics and books autographed by 
the original creators at the venue!Ⓒ2016 朝霧カフカ・春河35/KADOKA

WA/文豪ストレイドッグス製作委員会

KADOKAWA
KADOKAWA

SELLING EVENTJ41東
４ EXHIBITION

キャラの薄さの奥にある“魅力”に迫る魅惑の空間。
加藤恵の表情、声、動き、距離感、リ
アクションを最新のテクノロジーで
再現。キャラの薄いメインヒロイン
の魅力をぜひご体感ください！
Through various approaches, we 
have analyzed what makes her so 
charming. Today, we would like to 
share what we found out.ⒸM,M,KF/PS

加藤恵Project
Megumi Kato Project

STAGE EVENTA14東
２ SELLINGEXHIBITION

いよいよBlu-ray・DVD発売
映画『GAMBA　ガンバと仲間たち』
Blu-rayとDVD発売の告知です。ガ
ンバの可愛いグッズも販売します。
映画ポスター無料配布！
Movie“GAMBA”It is the announcement 
of the Blu-ray and DVD release. 
“GAMBA”Also sale of cute goods.Movie 
Posters distributed free of charge!ⒸSHIROGUMI INC., GAMBA

GAMBA ガンバと仲間たち
GAMBA

J26 東
５ SELLINGEXHIBITION
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どうも。キャラモードです。
キャラクターiPhoneカバーを中心
にグッズを多種販売いたします。先
行販売の新商品も予定しております。
ぜひ遊びにきてください！
Many goods, mainly character iPhone 
covers, will be sold. Advance booking 
of goods will also be available.

Ⓒ2013 PL!

キャラモード
CHARAMODE

J48東
５ SELLINGEXHIBITION

西日本最大級のマンガ・アニメイベント『京まふ』
京都国際マンガ・アニメフェア、略して『京
まふ』は、今年も9月17日（土）・18日（日）に
京都で開催。ブースでは京都にちなんだ商品
を販売予定です。
The largest manga/anime event of Western 
Japan "Kyomaf" held in September 17 and 18. 
Plans to sell products related to Kyoto.

Ⓒ藤島康介／クロノギア クリエイティヴ

京まふ
（京都国際マンガ・アニメフェア）

KYOMAF

A40東
２ SELLINGEXHIBITION

BEST OF PENLIGHT キンブレ
キンブレの愛称でお馴染み、KING 
BLADEのブースです。製品やコラ
ボ商品の展示、限定品の販売を行っ
ています。
Ruifan Japan Limited, which is well 
known of the creation of the "King 
Blade" penlight.

KING BLADE
KING BLADE

A34東
２ SELLINGEXHIBITION

「きゃらぺた」でおなじみのグーグーデプトです
アニメウォールステッカーといえば
「きゃらぺた」！ 他にもメガネケー
ス、クリアポスター等を特別価格で
販売！ ご来店お待ちしております。
“Chara Peta” anime wall stickers! 
Glasses cases and clear posters on 
sale at special prices!

グーグーデプト
GooGooDept

A11東
２ SELLINGEXHIBITION

グッスマ&USPがアニメジャパンに合同出展！
ねんどろいど10周年記念コーナー、
フィギュア展示、グッズ販売、「ウル
トラスーパーピクチャーズ」グルー
プ作品の展示等を実施します。
A joint booth between GSC and USP, 
with a Nendoroid 10th anniversary 
corner, figures on display, goods 
sales and a USP exhibit.

グッドスマイルカンパニー&
ウルトラスーパーピクチャーズ

Good Smile Company & Ultra Super Pictures

EVENTJ63東
５ SELLINGEXHIBITION

綺麗に印刷されたアニメグッズをぜひ貴方の目で！
今年のGATEブースでは話題の
アニメグッズをはじめ、新作ア
ニメと大人気アニメの商品をご
提供。ぜひ、ブースまでお越し
くださいませ。

Check the beautiful printed anime goods with your own eyes!
The GATE booth this year offers new anime and popular anime 
goods.

株式会社GATE
GATE CO.,LTD

SELLINGA46東
２

オリジナルイラストの数量限定グッズを販売!!
人気作品のオリジナルグッズを数量
限定で販売予定です。皆様のお越し
をお待ちしております。
We plan to sell limited number of 
original items from popular titles.                  
We look forward to your visit.

講談社
KODANSHA

SELLINGA29東
３

2016年春、話題のアニメ関連グッズ販売!!
『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』『艦隊
これくしょん -艦これ-』『アイドル
マスター』シリーズ等、新作・話題の
タイトルグッズを販売！
Evangelion,Kantai Collection,Idol 
Master series,and more of these 
popular anime merchandises will be 
on sale!Ⓒカラー

コスパ
COSPA

SELLINGJ1東
５
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強い作家性と共に後世に残る作品創りを目指すCWF
新海誠監督最新作『君の名は。』
の他、『ピーピング・ライフ』や『こ
の男。』シリーズ等、話題となっ
たCWF作品を展示いたします。

Featuring Makoto Shinkai’s latest work, “your name.” and other 
popular series such as “Peeping Life” and the “This Boy” series!

コミックス・ウェーブ・フィルム
CoMix Wave Films

A33東
３ SELLINGEXHIBITION

立川のホビーメーカー・コトブキヤから世界へ
最新フィギュアやプラモデル、
グッズの展示、会場先行販売品
もご用意。2016年東京・立川
にオープン予定の直営店情報も
お届けします。

Hobby maker Kotobukiya, Tachikawa 
Exhibition of latest figures, including advance sales. Information 
about the new retail shop.

壽屋
kotobukiya

J51東
５ SELLINGEXHIBITION

「ここでしか買えない！」限定商品、新商品の販売
人気作品、新規作品の限定商品、新商
品を販売予定です。ここでしか手に
入らない物も!?　ぜひ彩ingブースま
でお越しください！
Sale of new and limited edition goods 
only here.
Plans to sell popular, newly created, 
limited edition, and new goods.

彩ing
saing

SELLING EVENTA42東
２

2016年公開作品を展示します！
『蒼の彼方のフォーリズム』や『ラス
トエグザイル-銀翼のファム-Over 
The Wishes』他の展示を行います。
We display “AOKANA -Four Rhythm 
Across the Blue-”,“LASTEXILE -Fam, 
The Silver Wing- Over The Wishes” 
and more.

GONZO
GONZO

EXHIBITIONJ27東
５

最新アニメのグッズを扱う「THEキャラ」です!!
話題アニメのキャラクターグッズの
イベント限定・先行商品を販売いた
します！ ぜひ「THEキャラ」ブース
までお越しください!!
We sell event-limited leading topic 
anime character goods!｠

THEキャラ
thechara

A10東
２ SELLING

サテライト新作情報・グッズをお届け致します！
『マクロスΔ』『ももくり』をはじめとする新
作の展示や、関連グッズ販売の他、各作品よ
り豪華ゲストをお招きしたステージを行いま
す。
Besides exhibition of new “Macross Delta,” 
“Momokuri” goods, and related goods, special 
guests are welcomed.

Ⓒ2015 ビックウエスト/マクロスデルタ製作委員会

株式会社サテライト
SATELIGHT Inc.

STAGEA55東
３ SELLINGEXHIBITION

アニメタイアップのパチンコ･パチスロ機を展示！

パチンコ･パチスロメーカーのSANKYOブースです。人気アニメ
の最新機種の展示や様々な企画を開催予定！ ぜひ、お立ち寄りく
ださい！
We have the exhibition of the latest machines in with popular 
anime content. Please stop by and join us!

SANKYO
SANKYO

EXHIBITIONA56 東
３

Happyくじ、箱クエスト
Happyくじや箱クエストを手がける
サニーサイドアップです！
新商品の展示や販売、その他最新情
報をお届けします。
We produce HappyKuji and HAKO 
QUEST!
Exhibiting/selling new goods and 
bringing you the latest information.

サニーサイドアップ
SUNNY SIDE UP

A41東
２ SELLINGEXHIBITION
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GENCOプロデュース作品情報をお届けします！

創業明和4年のお店が造る、伝統×アニメグッズ

劇場版『この世界の片隅に』の最新情報
や、3Dアニメ『スシニンジャ』等、弊社プ
ロデュース作品の紹介・グッズ販売を予
定しています。
Works created by GENCO productions!
Introduction of “In This Corner of the 
World” and “Sushi Ninja,” including sale 
of goods.

新旧人気アニメと伝統とのコラボ商品をプロデ
ュースし、販売いたします。一工夫加えたオリ
ジナルのデザインにも、ご注目ください。
This store, founded in 1767, sells goods made 
with old and new popular anime, traditional 
goods, and original design.

Ⓒ2015 GENCO,INC.

GENCO

白糸酒造株式会社

GENCO

Shiraito Shuzo Co., Ltd.

J21

A38

東
５

東
２

SELLING

SELLING

EXHIBITION

ⒸShiraito Shuzo Co., Ltd.

最新のテレビ＆劇場アニメ情報が満載!!
テレビアニメ『12歳。』『境界のRINNE』『怪
盗ジョーカー』『デュエル・マスターズ
VSRF』や劇場アニメの最新情報が満載!!
Check  out  “Age 12”,  “RIN-NE”, 
“Mysterious Joker”, “Duel Masters 
VSRF” as well as the latest in theatrical 
animation features!

Ⓒ高橋留美子・小学館／NHK・NEP・ShoPro　Ⓒまいた菜穂・小学館／アニメ「12歳。」製作委員会

小学館集英社プロダクション
Shogakukan-Shueisha Productions Co.,Ltd.

EXHIBITION EVENTJ36東
６

話題アニメのキャラクターグッズを限定･先行販売！

最新アニメのキャラクターグッズのイベント限定・先行商品を販
売いたします。ぜひ、「CSplus」ブースにお越しください!!
We will sell the latest character goods̶event-limited, advance 
sale products. By all means, please join us!

CSplus
csplus

SELLINGA52東
３

新旧アニソン250曲以上が大集合!!

DJ和によるアニソンMIX CD 「J-アニソン神曲祭り」のブースが登
場！ DJプレイでたくさんのアニソンが聞けるブースはここだけ！
Collection of more than 250 new and old anime music!!
Animation mix CD by DJ Kazu “J-Animation Kamikyoku Matsuri!!”
Ⓒkamikyoku

J-アニソン神曲祭り／DJ和
J-Anisong Kamikyoku Matsuri / DJ Kazu

SELLING EVENTJ22東
５

グルメアニメファンを騒然とさせた？ 『JKめし！』
『JKめし！』グッズ販売や出演声優
によるお渡し会等、イベントも実施。
皆で作るアニメ『JKめし！』ブース
を覗きに来てください！
We sell JKmeshi! Goods and a voice 
actor from JKmeshi! comes up at our 
booth. You visit and feel JKmeshi! 
alive at our booth. Ⓒ「JKめし!」製作委員会

JKめし!
JKmeshi!

SELLING EVENTA36東
２ EXHIBITION

振り向く姿にキュンとする『ふりむきゅん』新商品
振り向く姿にキュンとする、とって
も可愛い『ふりむきゅん』。Anime
Japan2016会場にて初お披露目の
『ふりむきゅん』が登場。
Very cute “Furimukyun” figures 
looking back over their shoulder. 
“Furimukyun” will be unveiled for the 
fi rst time.ⒸSYSTEM SERVICE.Co.,Ltd.

All Rights Reserved.

システムサービス株式会社
SYSTEM SERVICE CO.,LTD

SELLINGA25東
３

『ARIA』他松竹関連作品ブース
『ARIA The AVVENIRE』『たまゆら～卒業
写真～』等、松竹関連作品のグッズ販売やプ
ロモーションを行います。
Sale of goods or promotion of Shochiku-
related works such as “ARIA The AVVENIRE” 
and “Tamayura ～graduation photo～”

Ⓒ2015 天野こずえ/マッグガーデン･ARIAカンパニー

松竹
shochiku

A16東
２ SELLINGEXHIBITION
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最新作から懐かしアニメがいつでも見られる！

細田作品展示とスタジオ地図SHOPのグッズ販売！

国内外のキッズ向けからオトナ
向け作品、幅広い世代に人気の
特撮シリーズや声優バラエティ
等、様々な番組が「スカパー！」
で見られます！

New anime to nostalgic anime galore! 
Programs from special effects series popular across generations 
to several voice artists.

『時をかける少女』『サマーウォーズ』
『おかみこどもの雨と雪』『バケモノ
の子』の展示紹介、スタジオ地図
SHOPによる購入者特典も！
Special exhibit of Mamoru Hosoda 
works; The Girl Who Leapt Through 
Time, Summer Wars, Wolf Children & 
The Boy and the Beast.Ⓒ2015 THE BOY AND THE 

BEAST FILM PARTNERS

スカパー！

スタジオ地図
-細田守監督のアニメーション映画制作会社-

SKY Perfect JSAT Corporation

STUDIO CHIZU

A50

J11

東
２

東
５

SELLING

SELLING

EXHIBITION

EXHIBITION

コンセプトは“アニメ≒ファッション”
ハイセンスなアニメグッズをご提供
するSuperGroupiesはAnimeJapan
2016でもオシャレいっぱいのブー
スを展開！
The concept is “Anime ≒ Fashion”.
Highly stylish and fashionable anime 
goods will be exhibited!

SuperGroupies
SuperGroupies

J16東
５ SELLINGEXHIBITION

『あおかな』グッズを新作含め、多数販売予定！
1月からアニメが絶賛放送中『蒼の彼
方のフォーリズム』の描き下ろし新
作グッズの販売を予定しています。
ぜひお立ち寄りください！
Sales of newly created goods of 
“Aokana: Four Rhythm Across the 
Blue!” Come one and all!

Ⓒsprite/fairys ALL RIGHTS 
RESERVED.

sprite/fairys
sprite/fairys

J14東
４ SELLINGEXHIBITION

ゲーム機器の出展や、様々なグッズの展示、販売！
セガブースではゲーム機器の出
展や、体験イベント、様々なグッ
ズの展示や販売を予定しており
ます。ぜひセガブースへお立ち
寄りください！

Scheduled exhibition of game equipment, event experience, and 
goods at the Sega booth.
ⒸSEGA

セガ
SEGA

SELLING EVENTJ50東
５ EXHIBITION

カルチャーサイト『声旬!』の関連グッズを販売!!
雑多なヲタクカルチャーを紹介
するウェブサイト『声旬！』。
今回のAnimeJapanでは関連グ
ッズを販売いたします。

Website “Seisyun!” introducing various otaku cultures! We will sell 
related goods.

Ⓒ声旬！2010-

声旬 !
Sei-Syun!

A5東
２ SELLINGEXHIBITION

アニメーションとゲームの学校
アニメーションを学んでいる１年生
の学生作品を中心に展示しています
ので、ぜひお立ち寄りください。
This is a school of animation and 
game.
Exhibition mainly of the works of 
first-year students learning animation.

Ⓒ専門学校東京ネットウエイブ

専門学校東京ネットウエイブ
tokyo net wave

J37東
６ EXHIBITION

Anime Japan限定ハイレゾ体験!! Anime Japan Exclusive!!
あのアニプレックス作品やあのアー
ティストの原音を、ソニーハイレゾ
技術で非常に忠実に再現し、アニメ
ファンの皆様に感動をお届けします。
You can enjoy "real anime studio 
sound" experience supported by 
Sony new Hi-Res Audio technologies.

SONYはソニー株式会社の商標です。Walkmanはソニー株式会社の登録商標です。

Sony ハイレゾオーディオ
Sony Hi-Res AUDIO

EXHIBITIONA58東
２
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描き下ろし新作商品を多数ご用意しております。
ティーゾーン＆エムズファクトリー
ブースでは、描き下ろし新作商品と
驚きの特別価格商品をご用意してお
待ちしております。
Newly created goods and goods at 
surprisingly special prices have 
been prepared. Come one and all!

ティーゾーン＆エムズファクトリー
T-ZONE & M'S Factory

J17東
５ SELLINGEXHIBITION

新宿駅から徒歩5分！ “芸術×IT”を学べる大学
アニメーション領域の卒業制作作品
や、授業『歌のアニメーション』の上
映、個人制作、イメージボードや原
画、背景等を展示いたします。
A university for studying“Art x IT.”
We will show the graduation works 
and ass ignments of  an imat ion 
course.

宝塚大学 東京メディア芸術学部
Takarazuka University School of Media Art in Tokyo

EXHIBITIONJ35東
６

新アニメ大公開！ タカラトミーブースへGO！
TBS系28局ネットで放送予定の新アニメ「カ
ミワザ・ワンダ」が大公開！ マスコットキャ
ラの宇宙犬ワンダに会おう！ 写真撮影もで
きるぞ！
New anime “Kamiwaza Wanda” scheduled 
for broadcast on TBS netwok’s 28 stations! 
Meet the mascot, the space dog Wanda!｠

タカラトミー
TAKARATOMY

J38東
６ SELLINGEXHIBITION

世界のこどもたちに夢を────
世界中で愛される作品を送り出
してきたタツノコプロは2017
年で創立55周年を迎え、今後も
様々な取り組みにチャレンジし
ていきます。

Tatsunoko has produced animation adored throughout the world 
and is commemorating its 55th anniversary in 2017.
Ⓒタツノコプロ

タツノコプロ
Tatsunoko Production

J61東
６ SELLINGEXHIBITION

アニメスタンプや印鑑セットやネーム印を大特価販売
『銀魂』『名探偵コナン』『逆転裁判』『戦国BASARA』
『けいおん！』等の印鑑セットやスタンプやネーム
印等を大特価販売。本物の甲冑も販売!?
Animation stamps, stamp set, and name seals.
“Gin Tama,” “Detective Conan,” “Ace Attorney,” 
“Sengoku BASARA,” “K-On!,” etc.

谷川商事株式会社
TANIKAWA CO.,LTD.

STAGEJ7東
５ SELLING

『あの花』と『ここさけ』の舞台～ちちぶ～
『あの花』と『ここさけ』の世界が広がる秩父
より、等身大POPの展示・聖地巡礼マップの
配布と秩父限定グッズの販売を行います！
“Anohana” and “Kokosake” Life-size POP 
exhibition, official map distribution for visiting 
sites, and limited edition sale of goods!

ⒸKOKOSAKE PROJECT

秩父アニメツーリズム実行委員会
Anime Tourism in CHICHIBU

A13東
２ SELLINGEXHIBITION

人気アニメから乙女ゲームまで幅広いグッズを販売！ 

『ご注文はうさぎですか??』『ノルン+ノネット』、その他人気作品
のイベント限定商品や新商品を販売！
We will provide our Event Limited and New items of “Is the order a 
rabbit??”,“NORN9”and the other famous animations and Otome-games.

中外鉱業
CHUGAI MINING

SELLINGJ23東
５

人気アニメグッズの販売以外、新製品の先行展示も
『干物妹！うまるちゃん』『デュララ
ラ!!x2』等、大人気のキャラクターグ
ッズを販売いたします
Sale of popular anime goods such as 
“H imou t o !  Uma ru - c han” and 
“Durarara!x2” Advance sales of new 
goods too.

Ⓒ2014 株式会社つくり

つくり
Tukuri

J10東
５ SELLINGEXHIBITION
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新作アニメ紹介と新商品販売

アニメ制作会社ディオメディアでは、2016年度の自社タイトルア
ニメの紹介と新商品を販売いたします。
Introduction of the 2016 title anime and sale of new goods at the 
anime production company diomedea.

ディオメディア
diomedea

J55 東
６ SELLINGEXHIBITION

刀剣乱舞関連グッズを販売
TOYPLAブースでは『刀剣乱舞』関
連グッズの販売を予定しております。
ぜひお立ち寄りください。
TOYPLA will be selling “Touken 
Ranbu” goods. Please come to visit us.

ⒸTOYPLA

TOYPLA
TOYPLA

J9東
５ SELLINGEXHIBITION

あなたの欲しいがここにある！
人気アニメタイトルのキャ
ラクターグッズを豊富にご
用意してお待ちしていま
す。新商品、限定商品も☆
遊びに来てね！

We have what you desire!
Popular anime title character goods await you.

DEZAEGG.COM
DEZAEGG.COM

SELLINGA39東
２

テレビ東京×アニメの魅力を余すことなく!!
新番組や映画の最新情報、
参加型の楽しいイベントが
盛りだくさんです!!
A l l  a bou t  TV  TOKYO 
Animations!

Don't miss out on new information of TV series and movies, and 
participatory events!

株式会社　テレビ東京
TV TOKYO Corporation

SELLING EVENTA45東
２ EXHIBITION

温泉バトル-泉極志-から泉極娘
ガールズ

参戦！
群馬県みなかみ町を舞台にした温泉
バトル作品『-泉極志-』のPR＆グッ
ズ販売。みなかみ町の公認キャラ、
泉極娘がブースで待ってるぞ！
“Sengoku Girls” is Sengokushi’s 
performance group that devotes 
itself to making people smile and 
Minakami Town, Gunma-ken.Ⓒ天狗工房

天狗工房-泉極志プロジェクト-
tengukoubou-sengokushi project-Animation production example-

SELLING EVENTJ25東
５ EXHIBITION

アニメの玉手箱

4月から始まる新番組を中心に電通が取り扱う数多くのアニメ番
組や映画等のアニメーション作品をご紹介します。
Dentsu will be introducing new anime series starting in April along 
with films. 

電通
DENTSU INC.

STAGE EVENTJ54東
６ EXHIBITION

『ワンピース』『セーラームーン』等情報満載！
劇場版『ONE PIECE FILM GOLD』
のオリジナル特典付の前売券販売の
他、人気作品の最新情報満載のブー
スです。
In this booth, you can buy advance 
ticket of "ONE PIECE FILM GOLD" 
with original gift and check the latest 
information about our popular works.Ⓒ尾田栄一郎/2016「ワンピース」

製作委員会

東映アニメーション
TOEI ANIMATION CO.,LTD.

J60東
６ SELLINGEXHIBITION

東映ビデオが贈る、新作アニメに注目

東映ビデオブースでは、新作アニメーションのご紹介を行います。
注目タイトルは『薄桜鬼～御伽草子～』『甘々と稲妻』等。
Focusing on the new works by Toei Video.
“Hakuouki: Otogi ZoshI,” “Amaama to Inazuma,” etc.

東映ビデオ
toeivideo

J59東
６ EXHIBITION
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日テレ発!! アニメ・エンタテインメント総合ブース
日本テレビにて2016年4月期放送予定のアニメを中心としたミニ
イベントを展開！ 既存のアニメはもちろん、日テレ発エンタテイ
ンメント情報も満載！ 声優のトークあり、未公開の映像あり、時
間帯により様々なタイトルのミニイベントが繰り広げられるブー
スです!!
Nippon TV is coming to an exciting event in the spring of 2016! 
Visit our booth to enjoy talks by voice actors, sneak previews of 
unreleased content, and mini events!

日テレアニメ2016
NTV anime

STAGE EVENTJ62東
６ EXHIBITION

最新＆人気アニメ作品の情報が盛りだくさん!!
TOHO animation作品の魅力を最大に存分
に楽しめる様々なプログラムが満載！ 
皆様のお越しをお待ちしております！
Several programs to enjoy the charming 
TOHO animation works to the maximum!

ⒸToho Co.,Ltd.

TOHO animation
TOHO animation

A7東
３ SELLINGEXHIBITION

アニメノミカタ！ アニメ見るならTOKYO MX！
4月クール注目アニメのステージイベント
を開催。初音ミク『マジカルミライ 2015』
ver.等身大立像も展示いたします。
Best of anime in TOKYO MX!
Stage events in April focusing on anime; 
Hatsune Miku "Magical Mirai 2015" ver. 
Life-sized statue exhibition.

ⒸTM/KK

TOKYO MX
TOKYO MX

STAGEA51東
２ SELLINGEXHIBITION

『牙狼』10周年を記念した企画を中心に展示します。
『牙狼』10周年を記念して、歴代作品
の記念展示や2016年に放送、公開さ
れる作品の最新情報を大公開。
To commemorate  “Garo” 10th 
anniversary, a commemorative exhibit 
on historic works and a large public 
unveiling of the latest information on 
new shows in 2016 will be held.

Ⓒ雨宮慶太／東北新社

株式会社東北新社
TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION

STAGEA6東
３ SELLINGEXHIBITION

世界中のあらゆる人々に夢と感動を
世界に誇る日本のアニメーションと
共に、感動と笑いに満ちた数多くの
作品を国内外に広くプロデュースし
ています。
Dream & Emotion Company
We produce many animations filled 
with emotion and smiles for people all 
over the world.

（株）トムス・エンタテインメント
TMS ENTERTAINMENT CO.,LTD.

J64東
５ SELLINGEXHIBITION

『虚淵玄 新プロジェクト』堂々開演!!
2016年夏放送予定の『Thunderbolt 
Fantasy 東離劍遊紀』に関する展示
を行います。ぜひお越しください!!
A grand curtain t ime for  “Gen 
Urobuchi New Project”!! An exhibition 
related to “ Thunderbolt Fantasy Sword 
seekers”.

ⒸNitroplus

ニトロプラス
Nitroplus

J47東
５ SELLINGEXHIBITION

最先端のデジタルスキルを学ぶ教育機関
マンガ・アニメ・CG等の学生作品展
示、人気アニメを使ったアフレコ体
験、デジタル作画のデモンストレー
ション等を実施します。
Exhibition of students’ works such 
as manga, anime, CG, dubbing 
experience and demonstration of 
digital animation.

日本工学院・東京工科大学
Nihon Kogakuin College,Tokyo University of Technology 

EXHIBITION EVENTJ34東
６

2015年キャラクタービジネスで活躍した作品集合
当協会ブースでは、日本商品
化権大賞2015を受賞した作
品の紹介と偽キャラクター
グッズ不買の啓発展示を行
っています。

We’ll introduce the 2015 Japan Merchandising Rights first prize-
winning product and exhibit to discourage buying of counterfeit 
character goods.  ｠

一般社団法人日本商品化権協会
Japan Merchandising Rights Association

J31東
６ EXHIBITION
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オリジナルアニメ『ゾンミちゃん』本邦初公開！
NEFT FILMブースではオリジナ
ルアニメーション『ゾンミちゃん』
エピソード1を本邦初公開いたし
ます！ ぜひ、お越しください。
Ep i s ode  1  o f  t h e  o r i g i n a l 
animation “ZONMICHAN” to be 
telecast in Japan for the first 
time! Come one and all!Ⓒゾンミちゃん製作委員会

NEFT FILM
NEFT FILM

EXHIBITIONJ4東
５

ノイタミナ公式ショップがアニメジャパンに登場!!
ノイタミナショップ出張店が今年も
AJに登場!! 人気ノイタミナ作品の先
行発売グッズを取り揃えてご来店を
お待ちしております!!
n o i t a m i n a  o f f i c i a l  s h o p  a t 
AnimeJapan!
Looking forward to welcome all with 
advance sales of goods!!ⒸFuji Television Network, inc. 

ノイタミナショップ
noitaminashop

A44東
２ SELLINGEXHIBITION

アニメーション業界の振興と発展
会員社紹介映像の上映や『東京アニ
メアワードフェスティバル2016』や
『あにめたまご2016』等の展示をい
たします。

We introduce AJA members as well as our activities including 
Tokyo Anime Award Festival 2016 and AnimeTamago2016.

ⒸThe Association of Japanese Animations (AJA). All Rights Reserved.

一般社団法人日本動画協会
The Association of Japanese Animations

J30東
６ EXHIBITION

博報堂DYMaPの最新作品情報をお届けいたします
博報堂DYMaPブースでは当社が取り扱う
TVアニメ ･映画作品の最新情報をお伝え
いたします。ぜひお立ちよりください！
Hakuhodo DY music & pictures Inc. presents 
its latest lineup of TV animation series and 
movies. Please come visit our booth!

博報堂DYミュージック&ピクチャーズ
Hakuhodo DY music & pictures Inc. 

EXHIBITIONJ19東
５

ハピネットの新作アニメ情報をお届けします！

ハピネットブースでは、2016年放送予定の新作アニメ情報等を皆
様にお届けします！ 当日はぜひブースへ足をお運びください！
We’ll deliver information on our 2016 broadcast schedule and 
Happinet-produced anime!｠

ハピネット
Happinet Corporation

EXHIBITIONJ58東
６

アニメにさらなる感動を！
バンダイビジュアル・サンライズ・バ
ンダイナムコピクチャーズ・バンダ
イナムコエンターテインメント・ラ
ンティスの共同出展ブースです！
Joint booth by BANDAI VISUAL, 
Sunrise, BANDAI NAMCO Pictures, 
BANDAI NAMCO Entertainment, and 
Lantis!

バンダイナムコ　映像音楽グループ
BANDAI NAMCO Visual and Music Production Business group

EXHIBITIONJ70東
６

バンプレストの最新情報を会場でチェック！
株 式 会 社 バ ン プ レ ス ト は
『CRANEKING』と『一番くじ』の
最新商品を展示し、皆様のお越し
をお待ちしております！

Check the latest information at the venue!
Latest products of “CRANEKING” and “ICHIBAN KUJI” await one 
and all!

Ⓒ2016 BANPRESTO CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

株式会社バンプレスト
BANPRESTO

EXHIBITIONA64東
３

全国無料で毎日アニメをOA！
毎週木曜日夜11時30分から好評放
送中の「アニゲー☆イレブン！」トー
クショーを開催予定！ 4月OAの番
組映像も一足早くご紹介！

Anime everyday for free!
We’ll have a talk show from “ANIGE☆ELEVEN!” on the stage. Get 
more info on our Anime aired from April!

Ⓒ2007-2016 Nippon BS Broadcasting Corporation. AllRights Reserved.

BS11
BS11

EXHIBITION STAGEA27東
３
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アニメ、コミックス、ゲームの情報満載！
『アクティヴレイド-機動強襲室
第八係-』『マジェスティックプ
リンス』『天元突破グレンラガン』
『ベルセルク』の他、『月刊ヒーロ
ーズ』やゲーム情報等もご紹介！

Introducing “ACTIVERAID”,“Galactic Armored Fleet Majestic 
Prince”,“Gurren Lagann”,“Berserk”,“Monthly Comic Magazine 
HERO'S”, games and more!

フィールズ株式会社
FIELDS CORPORATION 

STAGE EVENTJ5東
５ EXHIBITION

物販を行います！
Giftブースではぬいぐるみやグッズ
等を販売させていただく予定です！
Goods for sale!
Scheduled sale of soft toys and 
goods at the Gift booth!

フィギュアメーカーGift
Figure Maker Gift

SELLINGA18東
２

ビリビリで海外配信しているアニメをご紹介
ビリビリ動画は中国を中心としてア
ジアならびに全世界にコンテンツ配
信をしている配信プラットフォーム
になります。
Bilibili is a free distribution platform in 
China. We distribute anime, comic, and 
game to the world. Also, we handle 
rights for oversea distribution.

株式会社ビリビリ
BILIBILI CO.,LTD.

J2東
５ EXHIBITION

人気のキャラクターグッズの販売を行います！
『 夏 目 友 人 帳 』『 ヘ タ リ ア Axis 
Powers』等のキャラクターグッズを
販売いたします。限定販売・先行販
売にご期待ください。
Sale of popular character goods!
Limited edition and advance sale of 
“Natsume’s Book of Fr iends,” 
“Hetaria Axis Powers,” etc.ⒸHISAGO Co., Ltd. All rights 

reserved.

ヒサゴ
HISAGO

SELLINGJ46東
５

2016年上半期のラインナップを公開！
4月放送開始の『双星の陰陽師』『鬼
斬』を中心に新番組情報を一挙公開！
大人気『おそ松さん』のぴえろオリジ
ナルグッズも販売します！
Drop by to learn the latest news on 
our April shows.

Ⓒ助野嘉昭/集英社・「双星の陰陽師」製作委員会・テレビ東京

株式会社ぴえろ
Pierrot Co.,Ltd.

A24東
３ SELLINGEXHIBITION

描き下ろし＆アニメ＆ゲームイラストの新作商品を販売

「白色賞」でもオリジナルカラー色紙2枚を含む豪華グッズセット
が当たる、特製「ガラガラくじ大会」も開催！
Sales of originally illustrated items by famous illustrators, Special 
Rattle Lottery games. Come and join us !
ⒸVisualArt's/Key

PikattoAnime／ピカットアニメ
PikattoAnime

J67東
６ SELLINGEXHIBITION

人気作品のイベント限定商品を販売!!
『超次元ゲイム ネプテューヌ』シリー
ズのイベント限定商品や『薄桜鬼』の
グッズ等を販売予定!! ぜひ、お立ち
寄りください!!
Sale of limited edition goods of popular 
programs!
“Hyperdimension Neptunia”series 
or“HAKUOKI”.

ⒸHIFUMI SHOBO
ⒸIDEA FACTORY / COMPILE 
HEART

一二三書房
HIFUMI SHOBO

SELLINGA19東
２

ブシロードブースでは展示やグッズ販売を行います
TVアニメ『ラクエンロジック』や『探
偵オペラ ミルキィホームズ』の展示
やグッズ販売を行います。
Exhibition and sale of goods
“Luck & Logic” or “Detective Opera 
Milky Holmes.”

ⒸProject Luck & Logic
Ⓒbushiroad All Rights Reserved.

ブシロード
Bushiroad Inc.

A59東
２ SELLINGEXHIBITION
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行けるアニメ!!

アニメの聖地が大集合。ブースでは、あの聖地をそのまま再現！ 
写真撮影ブースにもなっているので、ぜひお立ち寄りください。
A large anime settings collection. We’ve exactly reproduced the 
settings! They also function as photography booths, so please 
visit us.

舞台めぐり
Butaimeguri

A3東
２ SELLINGEXHIBITION

人気タイトル目白押し!
ブロッコリーブースでは『家庭教師
ヒットマンREBORN!』をはじめとし
た人気タイトルのグッズを取り揃え
て皆様のお越しをお待ちしています。
Our booth will show you the items of 
t h e  p o p u l a r  a n i m e  s u c h  a s 
“REBORN!” and more!! We will be 
waiting for your coming.ⒸBROCCOLI

ブロッコリー
BROCCOLI

J65東
６ SELLING

クールジャパンを音声で支える……文化放送A&Gです
アニメの第一線で活躍する声優
やアニソンアーティストが勢揃
いしている文化放送A&G。人気
番組のグッズやCD等をご用意
しています。

In our Booth, you can get the funky goods our radio program 
produced. We have many programs voice-actors are talking.

文化放送　A&G
JOQR A&G

SELLING EVENTJ18東
５

最新作品のプロモーション展示及び新商品販売
【プロモ予定】「SERVAMP-サーヴァ
ンプ-」他
【新商品予定】アニメ「DIABOLIK 
LOVERS MORE, BLOOD」他 
Plans to hold exhibition of new goods 
and sale of new goods
“SERVAMP”,“DIABOLIK LOVERS 
MORE, BLOOD” and others.ⒸFrontier Works Inc.

フロンティアワークス
Frontier Works Inc.

A53東
３ SELLINGEXHIBITION

『ジョーカー・ゲーム』等新作タイトルを展示！
Production I.Gブースでは4月放送
開始の『ジョーカー・ゲーム』等の新
作紹介を行っています。ぜひお立ち
寄りください。
Learn more about "JOKER GAME", 
Production I.G's new anime series 
slated to air in April. We're looking 
forward to see you. Ⓒ柳広司・KADOKAWA / JOKER 

GAME ANIMATION PROJECT

Production I.G
Production I.G

J13東
６ SELLINGEXHIBITION

さあ、馬鹿になろう。
「うわぁ……」と言われるようなブー
スにしたくて出展しました。
Come on, let’s be silly.
We exhibited a booth that made 
people say “wow!”｠

プラスワン
plusone

EXHIBITIONA9東
２

話題の「PlayStation®VR」を出展！
話題のバーチャルリアリティシステ
ム「PlayStation®VR」や映像サービ
スを出展。
ぜひ、お立ち寄りください！
PlayStation®VR, a virtual reality system, 
will be displayed on site. 
Please come to enjoy its unprecedented 
and ultimate VR experience.Ⓒ2016 Sony Computer Entertainment 

Inc. All Rights Reserved.

PlayStation®
PlayStation®

EXHIBITION EVENTA12東
２

学ワリ ～学生だけどワリとやる～
ブースデザインから商品化企画のプ
レゼンまで、学生自ら全てをプロデ
ュース。今回のテーマは「学ワリ」～
学生だけどワリとやる～です。
Student Project: We are students,but 
we are pretty good！ We make it all 
- from booth design to presentations 
of commercialization plans.Ⓒ2016 Bunkyo Gakuin University

文京学院大学
Bunkyo Gakuin University

J33東
６ SELLINGEXHIBITION
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大人気マンガ『僕のヒーローアカデミア』AJ初上陸
4月からアニメも始まる、週刊少年ジ
ャンプ人気連載中の『ヒロアカ』ブー
ス!! フォトスポット&堀越先生サイ
ン色紙の展示もあるぞ!!
“My Hero Academia” at AnimeJapan.
This anime will start from April!! Photo 
spot and an exhibition of colored 
paper signed by Horikoshi.Ⓒ堀越耕平/集英社

僕のヒーローアカデミア
MY HERO ACADEMIA

EXHIBITIONJ57東
６

今年もやります！ ぽにきゃんステージ！

ぽにきゃんブースでは、ポニーキャニオン関連作品のステージ&
物販を行います。お楽しみに！
Just like last year, Pony Canyon's booth for AnimeJapan 2016 will 
be selling merchandise and hosting various stage events from our 
fantastic array of anime titles! Specific details about the product 
lineup and schedule for events will be announced later on ponican.jp.

ポニーキャニオン
PONY CANYON INC.

STAGE EVENTA63東
３ SELLING

イベント限定の描き下ろしグッズを多数販売!!
『ハロー!!きんいろモザイク』『ヤマノ
ススメ セカンドシーズン』『結城友
奈は勇者である』等の新規描き下ろ
しグッズを販売予定!!
New ly  c rea t ed  goods  a t  t he 
v e n u e ! !“ H e l l o ! !  K i n - i r o 
Mosaic”,“Encouragement of Climb 
Season 2”,“Yuki Yuna is a Hero”.

ホビーストック
HOBBY STOCK

A54東
３ SELLINGEXHIBITION

ゲーム・声優グッズ企画中です！
マリン・エンタテインメントブースでは
女性向けゲームや声優関連の新商品を販
売予定です！ イベントもやっちゃうか
も……!? 乞うご期待!!
Games for women and new voice related 
goods will be sold. Events may also be 
performed.

マリン・エンタテインメント
Marine Entertainment

A31東
３ SELLING

AnimeJapan初出展の丸井グループです
各店アニメイベントのご紹介をはじ
め、人気タイトルの限定商品やエポ
スカードのご案内等を行う予定です。
We  a r e  t r a n sm i t t i n g  e ven t s ' 
informations of our stores. Moreover, 
we introduce the EPOS card and the 
other popular anime goods.

丸井グループ
MARUI GROUP CO.,LTD.

J52東
５ SELLING

『ワガママハイスペック』TVアニメ化決定!!
2016年4月放送予定のTVアニメ『ワ
ガママハイスペック』のグッズ販売
やイベントを開催予定です!!
“Wagamama High Spec” adapted to 
TV animation!
Goods sale and events have been 
planned!

Ⓒまどそふと

まどそふと
Madosoft

SELLING EVENTA32東
３

厄災と戦う覚醒少女たち。東京を舞台にした話題作！
早見沙織、水瀬いのり、内田真礼等、
人気声優多数出演の今夏期待の現代
本格ファンタジー。先行情報公開他、
会場限定ノベルティを進呈!!
Ateam is presenting our newest 
smartphone app, schoolgirl fighting 
RPG 〝Houkago Girls Tribe〟!!

ⒸAteam Inc. All Rights Reserved.

放課後ガールズトライブ
Houkago Girls Tribe

STAGE EVENTJ42 東
５ EXHIBITION

2016年新作作品の紹介とビジュア
ルの展示、さらに弊社作品を一つに
まとめたPVの上映を行います。
BONES is an animation production 
company.
Exhibition of new program goods 
and a PV show with the works 
created compiled into one.ⒸBONES・會川 昇/コンクリートレ

ボルティオ製作委員会

株式会社ボンズ
BONES INC.

EXHIBITIONJ12東
６

BONESは、アニメーションの制作会社です。
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君の好きなキャラは誰だ？ 人気キャラが集合！
特設ブースに人気キャラのクレジッ
トカードが集合！ 当日お申込みいた
だいた方限定の特典もあります！
まずはブースに足を運ぼう！
Who is your favourite character?
Credit cards with popular characters 
and special  benef i ts for those 
applying on the same day!ⒸHK/AOT　Ⓒカラー　

ⒸO/S・F・T

三井住友カード株式会社
Sumitomo Mitsui Card Company, Limited

SELLINGJ39東
４

「まんが王国とっとり」はコンテンツの宝庫です。
「まんが王国とっとり」ブースで新し
い「鳥取県産コンテンツ」を体感して
ください。
“Manga Kingdom Tottor i” is  a 
treasure trove of content.
Come and experience the new 
“Content from Tottori Prefecture”

まんが王国とっとり
Tottori Manga Kingdom

J3東
５ SELLINGEXHIBITION

いつだって「自転車操業」！ ラジオ聴くならOBC！ 
ラジオ大阪Vステショップブースで
は、人気コンテンツを中心に番組グ
ッズを販売します！
“Bicycle Operation” at any time! OBC 
if listening to the radio！
We sell goods from shows with a 
focus on popular content!｠

ⒸOBC

ラジオ大阪Vステショップ
Osaka Broadcasting Corporation Vstation shop

SELLING EVENTA26東
３

ユメノソラ・とらのあな・ツクルノモリが出展！
圧倒される存在感、クオリティ!! 『う
たわれるもの　偽りの仮面』や『ドリ
フターズ』の大迫力の1／1スケール
フィギュアを展示予定！
1 / 1  s c a l e  f i g u r e s  f r o m 
"Utawarerumono The false faces" 
and  "DR I FTERS "  e t c .  w i l l  b e 
showcased.Ⓒ2015 AQUAPLUS

Ⓒむっく/とらのあな

ユメノソラ
YUME(no)SORA HOLDINGS

EXHIBITIONA43東
２

アニメーションで未来を描こう！
宮城・仙台アニメーショングランプ
リ2016受賞作品の上映や宮城ゆか
りのコンテンツを紹介しています。
Introduction to the Miyagi/Sendai 
Animation Grand Prix 2016 winners 
and the content related to Miyagi.

ⒸMiyagi/Sendai Animation Grand Prix

宮城・仙台アニメーショングランプリ
Miyagi / Sendai Animation Grand Prix

A23東
３ EXHIBITION

GREENステージに登場!! 限定グッズの販売も
限定品含む『モンスト』アニメグッズ
を販売!! 缶バッジ配布や記念撮影エ
リアもご用意。27日にはGREENス
テージでトークイベントも。
Sale of limited edition anime goods! 
Free button badges and a special 
place for photos. Talk events at the 
GREEN stage on the 27th.Ⓒmixi, Inc. All rights reserved.

アニメ モンスターストライク
Monster Strike the Animation

STAGE EVENTJ43東
５ SELLINGEXHIBITION

アニメ・地域・ファンによる新たな可能性の提示
秩父が舞台のアニメ『あ
の花』『ここさけ』のオリ
ジナルイラストを使用し
た各種グッズの販売等。

We especially feature "AnoHana: The Flower We Saw That Day" 
and "Koko Sake: The Anthem of the Heart".
ⒸMIC

MIC
MIC

STAGE EVENTA4東
２ SELLINGEXHIBITION

AnimeJapan 2016限定商品販売！
ufotable関連作品の新規商品を
多数販売、AnimeJapan 2016
でしか買えない限定商品の販売
も予定しております！

Sale of several newly created goods related to ufotable. Sale of 
goods available only at AnimeJapan 2016.

ufotable
ufotable

A22東
３ SELLINGEXHIBITION
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土曜夕方1時間アニメ枠で『逆転裁判』スタート！

ローソン限定グッズを販売します!!

『名探偵コナン』20年の主題歌ヒストリーや、
新アニメ『逆転裁判～その「真実」、異議あ
り！～』とのコラボワイヤーアートを展示！
Exhibiting the 20yrs history of “Detective 
Conan” theme songs&“Detective Conan” 
and “Ace Attorney” collaboration wire 
sculpture!

コンビニエンスストアのローソンです。限定のオリジナルグッズ
やお土産商品をご用意して皆様のお越しをお待ちしております。
We look forward to offering Lawson-exclusive original goods and 
souvenirs!｠

ⒸCAPCOM/読売テレビ･A-1 Pictures

ytv

ローソン

Yomiuri telecasting Corp.

LAWSON, INC.

J6

J40

東
５

東
４

SELLING

SELLING

EXHIBITION

EXHIBITION

『ラブライブ！』と『パワーパフガールズ』のコラボ！
『ラブライブ！』のこれまでの軌跡を
振り返ると共に『パワーパフガール
ズ』テイストデザインでの『ラブライ
ブ！』の世界をお楽しみください。
Enjoy the trajectory of “Love Live!” 
so far and the world of “Love Live!” 
designed in the taste of “Powerpuff 
Girls.”Ⓒ2013 プロジェクトラブライブ! / 

TM & ⒸCartoon Network. (s15)

ラブライブ !ミュージアム
～μ's meet The Powerpuff Girls～
LoveLive!museum  ̃μ's meet The Powerpuff Girls̃

J69東
６　
　
　
　

SELLINGEXHIBITION

ワーナーが贈る2016年新作アニメを大展開！
4月新番『ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモン
ドは砕けない』『テラフォーマーズ リベンジ』
他、多数の新作アニメを大展開！
Grand exhibition! New programs in April, 
“JOJO'S BIZARRE ADVENTURE: Diamond is 
unbreakable”, “TERRAFORMARS REVENGE”, 
and more!

ⒸLUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険DU製作委員会

ワーナー エンターテイメント ジャパン
株式会社

Warner Entertainment Japan Inc.

J44東
５ SELLINGEXHIBITION

まだココでしか、見れないアイテムあります！
ポキッと曲げると光る『ルミカライ
ト』を会場特別価格で販売！ ここで
しか買えないAnimeJapan公式ペン
ライトも手に入れよう！
Visitors will receive Lumica Light as 
a gift! Sale of “Lumica Light” at a 
special price and of AnimeJapan 
official pen light. Ⓒ株式会社ルミカ

株式会社ルミカ
LUMICA CORPORATION

J24東
５ SELLINGEXHIBITION
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コスプレイヤーズワールド
Cosplayer’s World

WALL OF ANIMATION 2016
WALL OF ANIMATION 2016

AnimeJapan 2016では屋外のコスプレエリアをさらに拡大！ AnimeJapanならではの公式背景と共に、国
内外のコスプレを愛する皆様に楽しんでいただける空間をご提供します。
At AnimeJapan 2016, we are expanding the outdoor cosplay area and will provide a fun space for cosplay 
lovers in Japan and abroad. 

WALL OF ANIMATION 2016では、今年放送・公開されるアニメーション作品の告知ポスターを一堂に集め、
これまでにない規模で一挙に展示いたします！ 最新作を含む各作品のポスターをじっくりご覧いただくと共
に、数多くのタイトルが創られている現在のアニメシーンを、また別の角度から視覚的にお楽しみください！
展開場所：クリエイションエリア　Event Location: Creation Area
Promotional posters of the brand-new animation works in 2016 will be exhibited on the wall.
Please enjoy the latest posters which create the current animation scene.

利用時間／料金　Operating hours/Fees エリア　Area

撮影用シチュエーション　Situations for Photography

コスプレ登録
Cosplay Registration

■コスプレ登録料 1,000円（税込）
Fee ￥1,000（tax included）

■利用時間 Operating hours
・コスプレ更衣室 Cosplay Changing Room
10:00～17:00（最終受付16:30）

・クローク Cloak　10:00～16:30

■アニメ作品公式シチュエーション Anime Offi  cial Situation

■背景パネル Background Panels        ハコスタ所有の背景パネルを展開します。A background panel owned by HACOSTADIUM will be developed.

†Please read the precautions on the Guide Book on page 68-69 carefully, and enjoy the Cosplayers World.

屋外コスプレエリア Outdoor Cosplay Area

■利用時間 Operating hours　10:00～16:00

臨時屋外コスプレエリア Extra Outdoor Cosplay Area

■利用時間 Operating hours
準備が整い次第、開放します。
時間は12:00頃を予定しています（～16:00）。
This area is scheduled to open around 12:00 a.m. (until 
4:00 p.m.), as soon as it is ready.

AnimeJapan 2016ならではの公式シチュエーションを設置！ アニメの世界を存分にお楽しみください。
At AnimeJapan 2016, offi  cial situations will be set up. Freely enjoy the world of anime!

『おそ松さん』6つ子の布団撮影セット
Ⓒ赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

『文豪ストレイドッグス』
武装探偵社事務所セット
Ⓒ2016 朝霧カフカ・春河35/ＫＡＤＯＫＡＷＡ/
文豪ストレイドッグス製作委員会

『ソードアート・オンライン』公式背景
Ⓒ川原 礫／アスキー・メディアワークス／
SAO Project

※デザインはイメージです。　背景協力：ハコスタ　

※ガイドブックP.68-69の注意事項をよく読んで、コスプレイヤーズワールドをお楽しみください。
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フードパーク Food Park

フードパークシアター presented by SUGOI JAPAN
Food Park Theater presented by SUGOI JAPAN
フードパークシアター内の専用モニターでは、3月22日
に発表されたばかりの「SUGOI JAPAN Award2016」
から、アニメ部門の上位5作品を上映します。併設の棚に
は、アニメをはじめマンガ、ラノベ、エンタメ小説の各部
門で投票対象となった「SUGOI 20」の各作品を展示し
ます。
Top 5 Anime works of SUGOI JAPAN Award2016 
nationwide vote will be screened at the Food Park 
Theater along with the SUGOI 20 candidates’ 
display of four genres; Manga, Anime, Ranobe (light 
novels), and entertaining novels. The results of the 
latest award were just announced on March 22.

「マンガ」「アニメ」「ラノベ」「エン
タメ小説」の4つのジャンルを対
象に、ファンの皆様が「世界中の
人々にも紹介したい！」「世界でも
大ヒットするに違いない！」と支
持する作品を国民投票によって選
出する史上空前の試みです。

SUGOI JAPAN Award2016 is the Japan’s nationwide 
vote for manga, anime, ranobe (light novel) and entame 
shosetsu (entertaining novel) works. Japanese fans 
will join and cast a ballot in this unprecedented poll to 
choose the works that should be given an opportunity 
to go abroad and become global hits.  

こんにゃく・大根・ちくわ・
がんも・たまご・昆布の6種
の具材を、旨み出汁で煮こん
だ熱々のおでん。おそ松さん
のプリント入りお麩付き。
Piping hot oden with the six 
ingredients of konnyaku, 
Japanese white radish, fi sh 
sticks, deep fried tofu, eggs, 
and Kombu simmered in 
delicious dashi. Come with 
Mr. Osomatsu print “Fu” 
(Dried Wheat Gluten Dough).

ジューシーなパティに厚切り
チェダーチーズ、トーストし
た特製のブリオッシュバンズ
でサンドしたボリュームたっ
ぷりの本格バーガー。
A genuine burger with 
thickly sliced cheddar 
cheese on a juicy patty 
and  sandwiched in  a 
toasted specially made 
brioche bun.

北海道ゴーダチーズ、北海道
ベーコン、アスパラ、北海道
の素材をふんだんに使った特
製ピザ。

A specially made pizza 
liberally using the materials 
of Hokkaido: Hokkaido 
Gouda cheese, Hokkaido 
bacon, and asparagus.

ベーコンとソーセージにたっ
ぷりのトマトソースとパルメ
ザンチーズの思わず心がぴょ
んぴょんしてしまうナポリタ
ン。
An unbelievable neapolitan 
with plenty of  tomato 
sauce  and  parmesan 
cheese on bacon and 
sausage, which will make 
your heart skip.

Ⓒ赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

Ⓒ2015 内藤泰弘／集英社・血界戦線製作委員会

Ⓒ荒川弘・小学館／エゾノー祭実行委員会

ⒸKoi・芳文社／ご注文は製作委員会ですか？？

 
6つ子おでん
Mr. Osomatsu: Sextuplet Oden

 
ジャック＆ロケッツ 特製チーズバーガー
Blood Blockade Battlefront: 
Jack & Rockets Special Cheese Burger 

 
八軒勇吾の特製ピザ
Silver Spoon: 
Yugo Hachiken’s Special Pizza

ラビットハウスのナポリタン
Is the order a rabbit??: 
Rabbit House’s Naporitan

メニュー　menu

￥500（税込）￥650（税込）

￥850（税込）￥800（税込）
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AnimeJapan初となるフードパークです。料理の味も見た目も美味しい、人気のアニメ作品とコラボした
AnimeJapanならではのオリジナルメニューをお楽しみください。
This is AnimeJapan’s fi rst Food Park.
Please enjoy the original menu of dishes created by AnimeJapan in collaboration with popular anime.

11:30～
14:00～

12:30～
15:00～

13:30～
16:00～

12:00～
14:30～

13:00～
15:30～

2

4

1

3

5

PSYCHO-PASS サイコパス２　第1話「正義の天秤〈299/300〉」
PSYCHO-PASS ２ / Episode1.; The Scales of Justice〈299/300〉

やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。続　第１話「何故、彼らが奉仕部に来たのか誰も知らない。」
My Teen Romantic Comedy SNAFU TOO! / Episode1.; Nobody Knows Why They Came to the Service Club.

四月は君の嘘　 第22話「春風」
Your lie in April / Episode22.; Spring Wind.

月刊少女野崎くん　第12話「この気持ちが恋じゃないなら、きっと世界に恋はない。」
Monthly Girls' Nozaki-kun / Episode12.; If This Feeling Isn’t Love, Then There is No Love in the World

SHIROBAKO　第12話「えくそだす・クリスマス」
SHIROBAKO / Episode12.; Exodus ＊ Christmas

●上映スケジュール（1日2回上映） Schedule（Twice a day）

コーンたっぷりの心もお腹も
温まるクリーミーなコーンス
ープ。ドラゴン・シンのマー
ク入りお麩付き。
Creamy corn soup with 
plenty of corn that will 
warm your heart and your 
belly. Come with Dragon 
Sin print “Fu” (Dried Wheat 
Gluten Dough).

北海道産ゴーダチーズと、ほ
のかに甘いじゃがいも北海道
産キタアカリを使った、特製
ビーフカレー。
Special｠Hokkaido beef 
curry,｠ stewed with｠ rich 
Hokkaido gouda cheese 
and｠ delicious Kiaakari 
potatoes.

Ⓒ鈴木央・講談社／「七つの大罪」製作委員会・MBS

Ⓒ高津カリノ/スクウェアエニックス・「WORKING!!3」製作委員会

 
〈豚の帽子〉亭謹製 特製コーンスープ
The Seven Deadly Sins: 
Homemade Corn Soup

 
          ワグナリアの北海道チーズカレー
WORKING!!3: 
Wagnaria’s Hokkaido Cheese Curry

●コーラ Cola
●オレンジ Orange Juice●水 Bottled Water

●ウーロン茶 Oolong Tea●お茶 Green Tea

ドリンクメニュー　Drink Menu

￥550（税込）

￥850（税込）

￥200（税込）

※商品内容は予告なく変更になる可能性がございます。
※販売数に限りがあるため、お一人様あたりの個数制限を設けさせていただく場合がご
ざいます。予めご了承ください。

†The contents are subject to change without prior notice. 
†We appreciate your kind understanding that due to the limited number of 
dishes available, we may set fi xed numbers of dishes you can buy person.
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プレミアムライングッズ
Premium Line Goods

「日常生活に、伝統とアニメを」をテーマに、人気アニメ作品と日本の伝統工芸の限定コラボグッズを製造、展
示・販売します。AnimeJapan 2016でしかゲットできない、スペシャルなグッズをご提供いたします。
With the theme of “Tradition and Anime in Daily Life,” limited Japanese traditional handicraft items in 
collaboration with popular anime works will be manufactured, displayed, and sold. 

伝統工芸×アニメ　Traditional Crafts × Anime

×岐阜和傘（岐阜県）

×京友禅（京都府）

×信楽焼（滋賀県）

×伊賀焼（三重県）

×香川漆器（香川県）

×京くみひも（京都府）

×玉虫塗（宮城県）

「花簪」は“小早川紗枝が差して似合うもの”をコン
セプトに制作。「夢の先へ」はシンデレラプロジェク
トの14人を輝く星として周りに表現。どちらも、細や
かで美しい和傘です。

かわいらしくデフォルメされた6つ子とドット
で表現した松の模様を、紙型と刷毛を使い一色
一色丁寧に染められた、美しく気品あるハンカ
チ。

レッドショルダーのマークである「R」を入れ、
ボトムズの世界をイメージした趣ある徳利&お
猪口セット。『装甲騎兵ボトムズ』銘酒“最低
野郎”に合うこと間違いなし。

木ノ葉のマークと火影の「火」が入った、木箱付
き茶碗。伊賀焼の特徴である力強い形状や色合い
が、『NARUTO-ナルト-』の世界観にマッチ。

ギルガメッシュのイメージカラーである“金”を
基調として、令呪や甲冑の模様を“青”で入れた、
美しく華やかなボールペン。金沢箔は、青部分に“青
箔”を使用します。

原稿用紙の模様に、「太宰治」の異能力“人間失格”
の文字と誕生花である“薔薇”のモチーフをデザ
イン。鹿革に漆で模様をつけた、上質なペンケース。

花の模様とラスカルを入れた、かわいらしく温かみの
ある小皿。香川漆器の特徴とラスカルの世界観がマッ
チ。

鉄華団やギャラルホルンをイメージし、赤や青をベー
スとして、職人の手により糸を一本一本丁寧に組み、
木札に各組織のマークをあしらったストラップ。

各キャラクターのイメージカラーである朱、緑、紫に
染め、その上に“紋”の模様が金色でデザインされた、
美しく艶やかな手鏡。 

ⒸBNEI／PROJECT CINDERELLA

Ⓒ赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

Ⓒサンライズ

Ⓒ岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ ⒸTYPE-MOON / FGO PROJECT Ⓒ2016 朝霧カフカ・春河35/ＫＡＤＯＫＡＷＡ/文豪ストレイドッグス製作委員会

ⒸNIPPON ANIMATION CO.,LTD

Ⓒ創通・サンライズ・MBS

Ⓒ2015-2016 DMMゲームズ/Nitroplus

和傘 Japanese Umbrella
「花簪」（小早川紗枝Ver.）／「夢の先へ」（作品コラボVer.）
(Sae Kobayakawa “Hana Kanzashi” Ver./Work Collaboration “Into the Dream” Ver.)

参考商品 ※展示のみ

ハンカチ
Handkerchief

￥3,500（税込） 

徳利＆お猪口セット
Sake bottle＆Sake cup set

￥9,800（税込）

茶碗
Bowl

￥6,900（税込）

小皿 Small Plate
（朱Ver.／黒Ver.）
(Vermilion Ver. / Black Ver.)

各￥4,900（税込）

ストラップ Strap
（鉄華団Ver.／ギャラルホルンVer.）
(“Tekkadan” Ver./ “Gjallarhorn” Ver.)

各￥3,200（税込）

手鏡 Hand mirror
（加州清光Ver.／鶯丸Ver.／歌仙兼定Ver.）
（Kiyomitsu Kashu Ver. / UguisumaruVer. / Kanesada Kasen Ver.）

各￥2,800（税込）

※画像はイメージですので、変更になる場合がございます。　※商品の内容や価格等は変更になる場合がございます。

●全アイテム会場にて受注販売いたします。商品は完全受注生産のため、完成次第発送させていただきます。 ※別途送料がかかります。
●お一人様1商品につき1種各1個までの販売とさせていただきます。上限数に達し次第、販売は終了します。予めご了承ください。

×金沢箔（石川県） ×甲州印伝（山梨県）

ギルガメッシュデザイン ボールペン
Gilgamesh designed ballpoint pen

ペンケース
Pen case 

￥16,800（税込） ￥9,800（税込）

「夢の先へ」（作品コラボVer.）
「花簪」（小早川紗枝Ver.）

鉄華団Ver.

朱Ver.

黒Ver.

ギャラルホルンVer.

実物をプレミアムコラボレーション
コーナーにて展示中！
金沢箔をあしらった

美しく華やかなボールペンは必見です！

正面 表背面
裏

鶯丸Ver.

加州清光Ver.

歌仙兼定Ver.
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SuperGroupies協力の下、人気アニメ作品とファッションの限定コラボグッズを展示します。アニメをオシャ
レとして楽しむ。ファッションとアニメの新しい関係を提案します。
In cooperation with SuperGroupies, limited collaborative times for popular anime works and fashion will be 
exhibited. Enjoy anime in style. A new relationship between fashion and anime is proposed.

人気タイトルから最新作まで、AnimeJapan特製デザインの缶バッジが、“ガチャガチャ”にてランダムで購入で
きます。AnimeJapan 2016のために描き下ろされたオリジナルデザインを含む全31種をご用意いたしました。
From popular titles to the latest works, the specially designed AnimeJapan metal badges are products, which 
can be randomly purchased, and allow you to enjoy a variety of patterns. 

ファッション×アニメ　Fashion × Anime

AJガチャ　AJ Gacha

※AJガチャコーナーで販売します。 †Planned to sell in "AJ Gacha (capsule toy)" section.

ⒸBNEI／PROJECT iM@S　Ⓒ2015 SHOJI KAWAMORI,SATELIGHT/Project AQUARION LOGOS　Ⓒ2015 天野こ
ずえ／マッグガーデン・ARIAカンパニー　Ⓒ赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会　Ⓒ2014 「艦これ」連合艦隊司令部　Ⓒ創
通・サンライズ・MBS　Ⓒ高橋留美子・小学館／NHK・NEP・ShoPro　ⒸKoi・芳文社／ご注文は製作委員会ですか??　Ⓒ
雲田はるこ・講談社／落語心中協会 Ⓒ柳広司・KADOKAWA／JOKER GAME ANIMATION PROJECT　ⒸCAPCOM / 
BASARA JE Ⓒ川原 礫／アスキー・メディアワークス／SAO Project　Ⓒタツノコプロ　Ⓒ寺嶋裕二・講談社／「ダイヤの
Ａ-SS-」製作委員会・テレビ東京　Ⓒさくらプロダクション / 日本アニメーション　ⒸRejet・IDEA FACTORY／DIABOLIK 
LOVERS MB PROJECT　Ⓒガンホー・オンライン・エンターテイメント／ディバインゲート世界評議会　Ⓒ2015-
2016 DMMゲームズ/Nitroplus　Ⓒ唐々煙／マッグガーデン・「曇天に笑う」製作委員会　ⒸIF・DF／「薄桜鬼」製作委員会
Ⓒproject PQ Partners 2016　ⒸTYPE-MOON・ufotable・FSNPC　ⒸT－ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / PP3
製作委員会　Ⓒ2016 朝霧カフカ・春河35/ＫＡＤＯＫＡＷＡ/文豪ストレイドッグス製作委員会　Ⓒ江口夏実・講談社／鬼灯
の冷徹製作委員会　Ⓒ2015 ビックウエスト／マクロスデルタ製作委員会　ⒸMagica Quartet／Aniplex・Madoka Movie 
Project Rebellion　Ⓒ青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996　Ⓒ西尾維新／講談社・アニプレックス・シャフト　
Ⓒ2015 なもり/一迅社・七森中ごらく部　Ⓒカラー

※写真は前回2015の様子です。※写真はイメージです。

Night Fes @ ディファ有明
animeloLIVE! Presents アニソンCLUB!
in ディファ有明 -AnimeJapan前夜祭-

AJ Night 2016

アニソン情報バラエティ『アニソンCLUB!』がAnimeJapan 
2016前夜祭としてスペシャルイベント開催！
Anime Song Information Variety Show “Anison CLUB!” 
will hold a special event on the eve of AnimeJapan 2016!
■会期　2016年3月25日（金）　■開場　17:30／開演　18:00
■展開内容　トーク、ライブ 等
■出演者　motsu／ZAQ／奥井雅美／鈴木このみ／大橋彩香／
　i☆Ris／三森すずこ／
　BAN BAN BAN

AnimeJapan 2016サタデーナイトフェス！ アニソンクラブ系
イベントを今年も開催！
It’s the AnimeJapan 2016 Saturday Night Festival! The 
Anison Club Event will also be held this year!　
■会期　2016年3月26日（土）　■開場　17:30／開演　18:00
■展開内容　DJ、ライブ 等
■出演者　［DJ］ありがとう！ラブライブ！μ's MIX by 
　Re: animation／遠藤ゆりか&DJ和／DJ WILDPARTY／
　HARD STUFF／motsu×DJ 
KAYA（五十音順）

　［Live Act］井口裕香／内田
　真礼／TRUE／西沢幸奏／
　水瀬いのり (五十音順)

SuperGroupies（スーパーグルーピーズ）とは、「ア
ニメ≒ファッション」をコンセプトに『ハイセンス
なアニメグッズ』をセレクトしてお客様にお届けす
るショッピングサイトです。いつものコーディネ
ートで使える、ファッションブランドやメーカーと
コラボしたこだわりアイテムも多数。

SuperGroupies is a shopping site that has the concept 
of “Anime ≒ Fashion”; it selects “anime items in good 
taste,” and delivers them to customers. There are 
numerous items that are fussy about collaborating 
with fashion brands and manufacturers, which can be 
used in your daily coordination.

￥300（税込）（缶バッジ1個／カプセル）
￥300 for each capsule. 
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クリエイションエリア
Creation Area

Production Works Gallery　Production Works Gallery

Production Works Galleryではアニメーション制作の中で、絵柄（カット）の根幹となる「作画」と「美術」
をクローズアップしてご紹介します。アニメーションの動きを創り出す、キャラクターの動きを演出する〈原画〉
等をアニメーターがどのように描いているのか？　各アニメ作品に欠かせない〈背景〉を描き出す、作品の世
界観を創造する「美術」の仕事とは？　作画・美術関連ともに制作現場の第一線で活躍されている方の作品を
多数公開し、絵を描く楽しさ・動かすことの面白さ等を感じ取っていただけるような展示を実施します。
“Key Animation” and “Art” will be introduced close-up within the production of animation. How does an 
animator draw such things as <original pictures> that direct the movements of the characters? How about 
a job drawing <backgrounds>, working with “fine art” that creates the worldview of works? You are 
invited to take interest in numerous works being made available from those who are active on the front 
lines of production, and the fun and movement of drawing pictures.

展示内容は変更になる場合があります。

50音順

美
術
監
督

伊藤聖  Akira Ito

竹田悠介  Yusuke Takeda

串田達也  Tatsuya Kushida

本間禎章  Sadaaki Honma

衛藤功二  Koji Eto

小倉宏昌  Hiromasa Ogura

加藤浩  Hiroshi Kato

田村せいき  Seiki Tamura

アルドノア・ゼロ
ALDNOAH.ZERO

屍者の帝国
The Empire of Corpses 

ヱヴァンゲリヲン新劇場版
Rebuild of Evangelion 

山賊の娘ローニャ
Ronia the Robber's Daughter

Fate/stay night [Unlimited Blade Works]
Fate/stay night [Unlimited Blade Works]

花の詩女 ゴティックメード
Gothicmade 

ヱヴァンゲリヲン新劇場版
Rebuild of Evangelion 

おそ松さん
Mr.Osomatsu

名前／Name 作品／Works

進路相談窓口　Career Counseling Service

アニメ業界で働きたい学生の方や一般の皆様へ、経験豊富な専門学校の担当者が進路相談にお答えいたします。
また、アニメ創りを目指す方々に向け、STUDIO4℃の田中プロデューサー監修による、アニメ創りの過程や
制作進行、アニメーターの役割等を分かりやすく解説したパネル「アニメ創りの世界」を展示します。
The experts of professional schools will give career consultation for everyone entering the anime industry. 
There will also be an exhibition of the “World of Anime Creation” panel supervised by Ms. Tanaka, producer 
of STUDIO4℃ , which explains the anime creation process, the roles of the animators, etc., in a simple way. 

月刊ニュータイプ編集部協力の下、各制作会社一押しのクリエイター作品を多数展示!!
In cooperation with the editorial division of the monthly magazine Newtype, 

there will be numerous exhibitions of works from highly recommended creators from each production company. 
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今年新設したクリエイションエリアは、Production Works Gallery・進路相談窓口・クリエイションステージ
の3つの企画で構成します。クリエイターがアニメーション制作においてどのような仕事をしているのか？ 自分
が将来クリエイターになるにはどうすれば良いのか？ 等の疑問にお答えできるような展示とコーナーを展開し
ます。
The Creation Area will be set up for the first time this year with three plans: Production Works Gallery, 
Career Counseling Service, and the Creation Stage. The attraction of animation production work and the 
career path to a creator will be explained on the Simple display.

50音順

ア
ニ
メ
ー
タ
ー

赤井俊文  Toshifumi Akai

足立慎吾  Shingo Adachi

有澤寛  Hiroshi Arisawa

清水厚貴  Atsuki Shimizu

吉田健一  Kenichi Yoshida

大久保徹  Toru Okubo

山下宏幸  Hiroyuki Yamashita

田中将賀  Masayoshi Tanaka

金世俊  Sejoon Kim

須藤友徳  Tomonori Sudo

木村貴宏  Takahiro Kimura

浅野恭司  Kyoji Asano

浅野直之  Naoyuki Asano

後藤隆幸  Takayuki Goto

川元利浩  Toshihiro Kawamoto

機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ
Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans

心が叫びたがってるんだ。
The Anthem of the Heart

アイドルマスター シンデレラガールズ
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS

ガンダム Gのレコンギスタ
Gundam Reconguista in G

干物妹！うまるちゃん
Himouto! Umaru-chan

NARUTO-ナルト- 疾風伝
NARUTO SHIPPUDEN

攻殻機動隊 新劇場版
Ghost in the Shell: The Movie

血界戦線
Blood Blockade Battlefront!

コードギアス シリーズ
Code Geass Series

Fate/stay night [Unlimited Blade Works]
Fate/stay night [Unlimited Blade Works]

おそ松さん
Mr.Osomatsu

進撃の巨人
Attack on Titan

黒子のバスケ
Kuroko's Basketball

ソードアート・オンラインⅡ
SWORD ART ONLINEⅡ

ワンパンマン
One Punch Man

作品／Works名前／Name

下記の学校が、あなたのご相談をお受けします。
■日本工学院
■専門学校東京ネットウェイブ
■東放学園映画専門学校／東放学園高等専修学校

Consultation supported by: 
■NIHON KOGAKUIN
■Tokyo Net Wave
■TOHO GAKUEN Film Techniques Training 
College ／TOHOGAKUEN　HIGH SCHOOL
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クリエイションステージ　Creation Stage

第一線で活躍するクリエイターによる体験講座と、アニメ業界の最新情報をお届けするビジネスセミナーを行
うステージです。今年は新たに、これまで数多くの作品を手がけてきたSTUDIO4℃の田中プロデューサーに
よるクリエイションセミナーを実施します。

11:00～11:45

12:00～13:30

15:15～16:45

14:00～14:45

ビジネス
セミナー

クリエイター
体験講座

ビジネス
セミナー

クリエイター
体験講座

３
月
26
日（
土
）

アニメーション制作ツールの
オープンソースプロジェクトについて
OSS Project of an Animation Production Tool 
●川上量生（株式会社ドワンゴ代表取締役会長）
　Nobuo Kawakami（Chairman of Dwango）

●ドワンゴが進めているアニメーション制作ツールのオープンソースプロジェクトについてお話しい
たします。

アニメーターを目指す君達へ
How to be Animator
●後藤隆幸
　Takayuki Goto　　

●アニメーターの後藤隆幸氏を迎え、アニメーターを目指す方々へ講座を開いていただきます。

100年後にアニメを残そう！ 
～アニメ100周年プロジェクト始動～
Let's keep anime going for 100years from now!
The initiation of the "Animation 100th Anniversary Project"
●植田益朗（アニメ100周年プロジェクト推進会議座長／株式会社アニプレックス代表取締役）、宮
河恭夫（同副座長／株式会社サンライズ代表取締役社長）、石川和子（同副座長／日本アニメーショ
ン株式会社代表取締役社長） ＋ゲスト（予定）
　Masuo Ueda; Chairman of the Project Team for the 100th Anniversary of Japanese Animation/

President, Aniplex Inc., Yasuo Miyakawa; Vice Chairman of the Project Team for the 100th Anniversary 
of Japanese/President and CEO, SUNRISE INC., Kazuko Ishikawa; Vice Chairman of the Project Team 
for the 100th Anniversary of Japanese/President&CEO, NIPPON ANIMATION CO.,LTD, Others

●アニメ100周年事業　ー文化・教育・エンターテイメントプログラムのプレゼンテーションー

足立慎吾トークライブ2016
Shingo Adachi Talk Live 2016
●足立慎吾
　Shingo Adachi

●アニメーターの足立慎吾氏を迎え、アニメーターを目指す方々へ講座を開いていただきます。

※クリエイションステージは座席数に限りがあります。定員を超える場合は立ち見、またはご入場いただけない場合もございます。あらかじめご了承ください。
※ステージ内容は変更になる場合がございます。
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These business seminars will deliver the latest information from the anime world, through the lectures by 
the creators who are active on the front lines. This year for the first time, we will hold a creation seminar 
by Ms. Tanaka, producer of STUDIO4℃ .

11:00～11:45

12:00～13:30

16:00～16:45

14:00～15:30

クリエイション
セミナー

クリエイター
体験講座

ビジネス
セミナー

クリエイター
体験講座

３
月
27
日（
日
）

アニメ創りの世界へようこそ！
Welcome to the world of Anime Creation!
●田中栄子（STUDIO4℃代表取締役社長／プロデューサー）
　司会（モデレーター）：増田弘道（日本動画協会 人材育成ワーキング座長／
株式会社ビデオマーケット常勤監査役）

　Eiko Tanaka  STUDIO4℃ Co., Ltd.  President / Producer Moderator;  Hiromichi 
Masuda  Chairman of the Developing Human Resources at the Association of 
Japanese Animation / Standing statutory auditor of VIDEO MARKET Co.,

●STUDIO4℃の田中プロデューサーが、アニメに関心のある方に向け、企画、開発、制作過程、監督等のス
タッフの役割、作品を完成させて世に送り出すまでを詳しく解説し、アニメ創りの世界へご案内します。

アニメーターの楽しさと難しさとは!?
The joy and complexity of being an Animator!?
●金世俊
　KIM SEJOON

●アニメーターの金世俊氏を迎え、アニメーターを目指す方々へ講座を開いていただきます。

アニプレックス 新サービス発表会
ANIPLEX New Service Presentation
●高橋祐馬（株式会社アニプレックス宣伝部 兼 企画制作部1課プロデューサー）　他
　Yuma Takahashi（Aniplex Inc./Senior Manager）　Others

●株式会社アニプレックスが、2016年の春より開始する予定の新サービスについて、概要発表とご
説明を致します。

『屍者の帝国』における美術学とは!?
What are the esthetics in the “The Empire of Corpses”
●竹田悠介
　Yusuke Takeda

●美術監督の竹田悠介氏を迎え、美術監督を目指す方々へ講座を開いていただきます。

†Limited number of seats are available at the Creation Stage. When seats are full, we ask you to stand or may limit the entrance.Thank 
you for your kind understanding.　

†The contents of the stage may change without prior notice.

登壇者プロフィール：登壇者プロフィール：スタジオジブリで『となりのトトロ』『魔女の宅急便』のラインプロデュー
サーを務めた。（株）STUDIO4℃設立後、映画・CMや海外との連携作品を数多く手掛け、独創的な映像を製作。国
内外で数々の映画賞を受賞する。主な作品は『鉄コン筋クリート』（06）、『ベルセルク　黄金時代篇』三部作（12）、
「ハーモニー」（15）。
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ビジネスエリア Business Area
フロアマップ〈会議棟 1F〉 Floor Map 〈Conference Tower 1F〉

メインエリア フロアマップ〈東4-6〉

充実した商談環境
Complete Business Negotiation Environment

日本を代表するアニメビジネス関連の企業が多数出
展。無料商談スペース、ウォーターサーバー、Wi-Fi環
境等の共用設備を設置し、出展社との充実した商談
環境をご提供いたします。
Perfect place to meet the top players in Anime 
related business. A free business negotiations 
space, a water cooler, and Wifi  will be established, 
and we will provide a complete business negotiation 
space with the exhibitors.

ビジネスセミナー プレミアムコラボレーション
コラボ10選
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朝日放送株式会社
アスミック・エース株式会社
株式会社アニプレックス
Anime Expo 
アニメフェスティバルアジア2016/ソウゾウプライベートリミテッド
株式会社イオンファンタジー
ADK / NAS / d-rights
NBCユニバーサル・エンターテイメント
株式会社KADOKAWA
ガリガリ編集部
キングレコード株式会社
株式会社クレイ
ClockDance株式会社
サンライズ
Japan Expo
株式会社小学館集英社プロダクション
DAISUKI.net Anime Consortium Japan Inc.
ダイナコムウェア株式会社
タツノコプロ
TBSテレビ
手塚プロダクション
株式会社テレビ朝日
東映アニメーション
株式会社東北新社
株式会社トムス・エンタテインメント
株式会社新潟アニメーション
日本アニメーション株式会社
日本テレビ　ビジネス
一般社団法人日本動画協会
博報堂DYミュージック&ピクチャーズ
株式会社ぴえろ
株式会社ビリビリ
株式会社ファンワークス
株式会社フジクリエイティブコーポレーション
PRODUCTION I.G
北京動卡動優文化傳媒有限公司
ポニーキャニオン
株式会社マーベラス
讀賣テレビ放送株式会社 / 株式会社読売テレビエンタープライズ

Asahi Broadcasting Corporation
Asmik Ace, Inc.
Aniplex Inc.
Anime Expo 
Anime Festival Asia 2016 / SOZO Pte Ltd
AEON Fantasy Co., LTD.
ADK / NAS / d-rights
NBCUniversal Entertainment
KADOKAWA CORPORATION
gari-gari
KING RECORD CO.,LTD.
CREi Inc.
ClockDance Inc.
SUNRISE
Japan Expo
Shogakukan-Shueisha Productions Co., Ltd.
DAISUKI.net Anime Consortium Japan
DynaComware Corporation
Tatsunoko Production
Tokyo Broadcasting System Television, Inc. 
TEZUKA PRODUCTIONS 
tv asahi corporation
TOEI ANIMATION CO.,LTD.
TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION
TMS ENTERTAINMENT CO.,LTD
Niigata Animation
NIPPON ANIMATION CO., LTD.
NIPPON TV
The Association of Japanese Animations
Hakuhodo DY music & pictures Inc.
Pierrot Co.,Ltd.
BILIBILI
Fanworks Inc.
Fuji Creative Corporation
PRODUCTION I.G
Beijing ACG Co.Ltd
PONY CANYON INC.
Marvelous Inc.
Yomiuri-TV / YTE

ビジネスエリアブース INDEX Exibitor List

ビジネスエリアの平日開催
Business Area Opens Weekday

ビジネス関連施策の強化・拡充
Strengthening and Expanding of Business Related Policies

ビジネスエリアは、ビジネス関係者が来場しやすい
平日を含む、3月25日（金）・26日（土）の2日間開催い
たします。金曜日は落ち着いた商談を中心に、土曜
日はビジネスエリアでの商談とメインエリアでの一
般ユーザーの熱気を同日に体験することができます。
The business area will be open for the two days on 
Friday, March 25 and Saturday, March 26, to 
include one weekday, which makes it more 
convenient for business attendees. 

メインエリアではアニメビジネス関連のビジネスセミ
ナー（クリエイションステージにて実施）や、アニメと
のコラボレーション実績を展示したプレミアムコラボ
レーションを実施する等、AnimeJapan全体でビジネ
ス市場の拡大を目指します。
We aim to expand the entire Anime business market 
by holding the anime related business seminars 
business, and displaying the products of premium 
collaborations with anime.

※ビジネスエリアへの入場は、出展社との商談、ビジネス目的でアニメコンテンツ情報の収集を目的に来場される方が対象です。今後起業しようとしている方・学生は入場できません。

Exhibitors Listed in Japanese Alphabetical Order50音順
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ABC朝日放送のアニメ最新作をご紹介！

北米最大のアニメイベント、『アニメエキスポ』

東南アジア最大級の日本ポップカルチャーイベント

水曜アニメ『水もん』枠の新番
組及び2016年公開の劇場用映
画を中心に、ABCが取り扱う
数多くのアニメーション作品
を紹介します。

ABC introduce the upcoming anime from this April, as well as the 
anime fi lm adaptations in 2016. Please come join us at the ABC.

アニメエキスポはロサンゼルスで行
われる北米最大の、アニメイベント
です。
An ime  Expo  i s  d ed i c a t e d  t o 
Japanese cu l ture  he ld  in  Los 
Angeles and is the largest anime and 
manga convention in North America. 

2008年にスタートした日本ポップ
カルチャーイベント。2015年には
東南アジアにおいて、22万人を超え
るファンベースを得る。
A J-Pop culture event started in 
2008. Over 220 thousand attendance 
was achieved across South East Asia 
in 2015.

ⒸABC

Ⓒanimeexpo

ⒸSOZO PTE LTD. ANIME 
FESTIVAL ASIA

朝日放送株式会社

Anime Expo 

アニメフェスティバルアジア2016/
ソウゾウプライベートリミテッド

Asahi Broadcasting Corporation

Anime Expo 

Anime Festival Asia 2016 / SOZO Pte Ltd

BUSINESS

BUSINESS

BUSINESS

EXHIBITION

EXHIBITION

B6

B35

B3

会
議
棟

会
議
棟

会
議
棟

熱き心を世界の人々へ
弊社は数々のヒットアニメや音
楽を制作し、世界に発信してい
ます。ブースでは各種最新作品
をご紹介いたします。ぜひお立
ち寄りください。

We produce a wide range of high quality contents from TV & 
theatrical animations to music works, and deliver them worldwide.

株式会社アニプレックス
Aniplex Inc.

BUSINESSB2会
議
棟

アスミック・エース、アニメ本格再始動！
当社はアニメ製作、出資・
配信窓口獲得等業界に本格
参入していきます（新TVシ
リーズ『ルパン三世』『ALL 
OUT!!』等）。

Restarting anime production and financing anime projects to 
acquire the streaming right and others. "LUPIN THE 3rd PART4", 
"ALL OUT!!", etc. 原作:モンキー・パンチ ⒸTMS

アスミック・エース株式会社
Asmik Ace, Inc.

BUSINESSB1会
議
棟

イオンファンタジー、かなり本気です！
TVアニメ放送のパートナー募集！ 
うちのキャラクター、ぜひ使ってみ
ませんか？
Here we come! We are Aeon Fantasy!
We  are  look ing  for  TV  an ime 
broadcast partners.
Please feel free to have a look at the 
characters created by us.

ⒸAEON Fantasy Co., LTD.

株式会社イオンファンタジー
AEON Fantasy Co., LTD.

BUSINESS EXHIBITIONB4会
議
棟

最新・人気のアニメをADKグループから！
4月よりテレビ放送される『ベイブレ
ードバースト』をはじめ、ADKグル
ープの2016年の最新アニメ作品情
報をお届けします！
ADK group will provide information 
about new popular anime launched 
in 2016 such as 

ⒸHiro Morita, BBBProject, TV TOKYO

ADK / NAS / d-rights
ADK / NAS / d-rights

BUSINESSB5会
議
棟

2016年新作アニメを中心に紹介します。
2016年の新作アニメを中心にカタ
ログタイトルも含め、NBCユニバー
サルが海外販売権を持つ作品の商談
を行います。
We’ll conduct business negotiations 
for works we have the overseas 
sales rights to, focusing on new 
2016 anime, including catalog titles.

NBCユニバーサル・エンターテイメント
NBCUniversal Entertainment

BUSINESSB7会
議
棟

Ⓒ2016 Universal Studios. All 
Rights Reserved.
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広告代理店のオタク専門チームが御社をサポート！

アニメ、マンガ、アイドル、声優等の「オタクコンテンツ」を活用し
た広告プロモーションのご相談は「ガリガリ編集部」ブースへ！
The team gari-gari is creative team in advertising agency 
Hakuhodo. We explore the possibility of OTAKU business and 
marketing.

ガリガリ編集部
gari-gari

BUSINESS EXHIBITIONB9会
議
棟

250作品以上のアニメ劇場版、テレビ作品を展開

出版物の編集及び製作、出版物の販売及び広告事業、劇場映画の制
作及び配給、アニメ作品の制作及び販売等を行っております。
As a content provider, our business field includes publishing, 
motion pictures, animations and DVD/Blu-ray production.

株式会社KADOKAWA
KADOKAWA CORPORATION

BUSINESS EXHIBITIONB8会
議
棟

メディアの総合商社！ 業界一の作品数を目指します！
アニメーションや映画等を主体とし
た海外販売で幅広く活動してきまし
た。国内外の枠を越えたビジネスを
積極的に展開していきます。
We are one of the leading and most 
experienced contents distributors 
for overseas license in Japan.

Ⓒ2013,2016 SANRIO CO., LTD.

株式会社クレイ
CREi Inc.

BUSINESSB13会
議
棟

話題の新作、カタログタイトルを多数紹介しています

幅広い音楽ジャンルを扱う他、アニメーションの制作や映像作品
への出資、国内外での販売も行っています。
Introducing new and catalogue anime titles. Our anime business 
varies from investment to sales of our own production.

キングレコード株式会社
KING RECORD CO.,LTD.

EXHIBITIONB10会
議
棟

冒険者として常にレベルアップをし続ける会社です！
アニメ業界を中心にTV・映画やゲ
ーム業界においての3DCG制作・
アジア市場への進出やオリジナル
コンテンツ制作を行っています。

It’s a company that always continues to level up as adventurers!
Production of 3DCG in the anime, TV, fi lm, and game industries.｠

ClockDance株式会社
ClockDance Inc.

BUSINESS EXHIBITIONB14会
議
棟

ⒸClockDance  All  rights  reserved. 

国内ライセンス作品の展示

『ガンダムシリーズ』『ラブライブ！』等、国内ライセンス作品の展
示。
Introduction of domestic activities of “Gundam series” and 
“LoveLive!” 

サンライズ
SUNRISE

BUSINESS EXHIBITIONB15会
議
棟

日本文化を紹介するヨーロッパ最大級フェスティバル
約25万人の来場者を誇るジャパンエキスポ
での、ご出展、ご出演、ご企画等をお待ちして
おります。お気軽にご相談をください。
With almost 250,000 attendees, Japan Expo 
is the place to be in Europe for exhibitors 
and artists. Feel free to contact us!!!

ⒸSEFA-EVENT2016

Japan Expo
Japan Expo

EXHIBITIONB16会
議
棟

2016年の新作テレビ及び劇場アニメを紹介しています

キャラクターライセンス事業、テレビ番組・アニメ、イベント、出
版や通信販売等多角的にコンテンツのメディア展開をしています。
ShoPro is a one-stop shop for animation production, international 
distribution, global character licensing and event planning.

株式会社小学館集英社プロダクション
Shogakukan-Shueisha Productions Co., Ltd.

BUSINESSB17会
議
棟
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All Anime leads to TBS.
TBSが企画・製作するアニメーション番組
の、過去の人気タイトルから最新の話題作に
至るまでの各種ライセンス運用をご提案し
ます。
All our latest works will be available here! 
TBS handles huge var iety of  Anime 
licensing and operational management.

Ⓒ TOMY/ワンダプロジェクト・TBS

TBSテレビ
Tokyo Broadcasting System Television, Inc. 

EXHIBITIONB19会
議
棟

世界のこどもたちに夢を────

タツノコプロ
Tatsunoko Production

BUSINESSB20会
議
棟

タツノコプロは最先端のアニメ制作サービスとライセンスの機会
を海外のお客様に提供させていただいております。
Tatsunoko provides world class production services and licensing 
opportunities for our international clients.
Ⓒタツノコプロ

日本のアニメの総合プラットフォーム事業を目指して

アニメコンソーシアムジャパンは日本のアニメコンテンツの海外
向け動画配信やECサイトを展開する会社です。
Anime Consortium Japan Inc. provides online streaming of Japanese 
animation to overseas, and develops ecommerce websites.

DAISUKI.net
Anime Consortium Japan Inc.
DAISUKI.net Anime Consortium Japan

BUSINESSB11会
議
棟

手塚治虫作品の全ての窓口請け負います!!
手塚治虫の漫画、アニメーション、キ
ャラクターグッズ等のライセンスと、
アニメーション製作を主に行ってい
ます。
We are licensing window for all rights 
on Osamu Tezuka comics, and 
animation studio producing leading  
works.ⒸTezuka Productions

手塚プロダクション
TEZUKA PRODUCTIONS

BUSINESSB21会
議
棟

アニメは、ダイナフォントライセンス製品で、広がる
ブースにて、映像で使えるダイナフ
ォントとしてダイナフォント年間ラ
イセンス製品「DynaSmart V」をご
紹介いたします。
The anime is marketed as a Dyna 
Font License product.
Introduction of the yearly license 
“DynaSmart V.”Ⓒ 2016 DynaComware Corp.

All Rights Reserved.

ダイナコムウェア株式会社
DynaComware Corporation

BUSINESS EXHIBITIONB18会
議
棟

世界中のこどもたちに愛されるヒットアニメ!!
『ドラえもん』『クレヨンしん
ちゃん』に加え、25年ぶりに
『忍者ハットリくん』を復活
させる等、新たな取り組みも
行っています。

“Doraemon” and “Shin chan” are our signature contents. Our 
innovative challenges include reviving “Ninja Hattori” after 25 years.
ⒸFUJIKO FUJIOⒶ / ⒸSHIN-EI Animation, TV Asahi Corporation

株式会社テレビ朝日
tv asahi corporation

BUSINESSB22会
議
棟

60周年を迎える日本のアニメーションのパイオニア
日本国内外で、アニメーションの製作、販
売、版権事業、関連事業を営んでいます。
2016年に創立60周年を迎えました。
Toei Animation, which conducts film 
business, licensing business and others 
business both in and out of Japan, is the 
pioneer of Japanese animation. It is our 
company's 60th anniversary this year.

東映アニメーション
TOEI ANIMATION CO.,LTD.

BUSINESSB23会
議
棟

つくる、つたえる、ワクワクがある
『牙狼』シリーズ（特撮・アニメ）、『パ
トレイバー』シリーズ（実写・アニメ）
他、新旧アニメ・実写作品を取り扱っ
ております。

Create, Communicate, Enthuse.
The company handles the “Garo” series and the “Patlabor” series.

株式会社東北新社
TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION

EXHIBITIONB24会
議
棟

Ⓒ2014 「炎の刻印」 雨宮慶太/東北新社　Ⓒ2015「紅蓮ノ月」 雨宮慶太 / 東北新社
Ⓒ2016 「DIVINE FLAME」雨宮慶太/東北新社
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株式会社ショウゲートより社名変更致しました
博報堂DY MaPは、アニメ・映画両分野にお
いての製作、劇場配給、広告宣伝機能、海外権
利販売を行っております。
Hakuhodo DY music & pictutes is involved in 
a broad range of businesses including film 
distribution, production of Japanese film.

ⒸKF,S/UTP

博報堂DYミュージック&ピクチャーズ
 Hakuhodo DY music & pictures Inc.

BUSINESS EXHIBITIONB39会
議
棟

振興と国際交流の懸け橋として

一般社団法人日本動画協会
The Association of Japanese Animations

BUSINESS EXHIBITIONB12会
議
棟

文化と産業の両側面から日本のアニ
メ業界のさらなる発展を目指すと共
に、国内外の方々との交流を推進す
べく活動を行っております。

We aim to develop Japanese animation both culturally and 
industrially and promote international exchanges through animation.

ⒸThe Association of Japanese Animations (AJA). All Rights Reserved.

（株）ぴえろ保有コンテンツの海外向け商談スペース

ニイガタから世界へアニメーションを発信します

事前アポイントのお客様及び
リザーブでの商談スペースで
す。会期中当日のアポイント
はお受けできませんので予め
ご了承くださいませ。

This space is reserved for business meetings by appointments 
made prior to the event.

新潟市に拠点を置くアニメーション
会社としてアニメの企画制作、新潟
におけるクリエイターの育成等も行
っております。
Sending animation from Niigata to the 
world.
Anime planning and production, 
training creators in Niigata.

株式会社ぴえろ

株式会社新潟アニメーション

Pierrot Co.,Ltd.

Niigata Animation

BUSINESS

BUSINESSB29

B26

会
議
棟

会
議
棟

子どもから大人まで楽しめるアニメーションを世界へ
『ラスカル』『フランダースの犬』『ち
びまる子ちゃん』創業40周年記念映
画『シンドバッド』等のアニメ作品を
制作・配給・商品化許諾。
We produce, distribute & license 
quality kids’ animation: Rascal, Dog 
of Flanders, Chibi Maruko Chan & 
brand-new movie Sinbad.Ⓒプロジェクト シンドバッド

日本アニメーション株式会社
NIPPON ANIMATION CO., LTD.

BUSINESSB27会
議
棟

世界中のあらゆる人々に夢と感動を
世界に誇る日本のアニメーションと
共に、感動と笑いに満ちた数多くの
作品を国内外に広くプロデュースし
ています。
Bring dreams and excitement to the 
world with our animation works.

（株）トムス・エンタテインメント
TMS ENTERTAINMENT CO.,LTD.

BUSINESSB25会
議
棟

あの人気作から2016年最新作までご紹介！

新たな作品を続々と展開予定！ アニメ、ドラマ、バラエティのみ
ならず、共同制作やフォーマット、ドラマリメイクにも力を入れて
います。
There’s no slowing down in 2016, as we’re set to deliver our 
newest programs to fans the world over.

日本テレビ　ビジネス
NIPPON TV

BUSINESSB28会
議
棟

AKIBAから世界へ

株式会社ビリビリはアジアで月間5000万UUを持つ配信事業者の
日本法人となります。
BILIBILI CO.,LTD. is a Japanese subsidiary of distribution business 
company which has a 50million unique user per month in Asia.

株式会社ビリビリ
BILIBILI

BUSINESS EXHIBITIONB30会
議
棟
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マーベラスの新作情報やコンテンツ資産をご紹介
総合エンターテインメント企業・マ
ーベラスは、2016年の新作タイトル
や、これまでのコンテンツ資産のご
紹介をいたします。
Marve lous ,  a  comprehens i ve 
entertainment company, introduces 
their upcoming title, as well as the 
catalog content assets.

Presenting “Pigtails” (Fukushima 
disaster-themed mid-length by 
Yoshimi Itazu), “Amanchu!” (slice-
of-life TV series from Aria-famed 
Kozue Amano's million-selling 
manga), “Miss Hokusai” (Keiichi 
Hara Annecy-Fantasia-Sitges-
APSA-winning fi lm) and more!

Ⓒ2015 Machiko Kyo/SHUEISHA, ITSV

株式会社マーベラス

PRODUCTION I.G

Marvelous Inc.

PRODUCTION I.G

BUSINESS

BUSINESS

B37

B33

会
議
棟

会
議
棟

長年の顧客との信頼関係で世界に発信

中国・北京のアニメ・ゲーム広告代理店

FCCはフジテレビと共に高品質アニ
メを世界に届けます。また出資や委
託作品等で様々な作品を扱い、海外
へ日本文化を紹介しています。
FCC will deliver Japanese culture 
through high-quality animations to 
the world with Fuji TV.

中国のオン／オフラインイベントの
開催実施の他にも、アニメ／番組企
画、映像／イラスト／音声素材の製
作を請け負っております。
We are providing all round service in 
China. Please come and ask for 
further information! 

ⒸYusei Matsui/SHUEISHA,ASSASSINATION CLASSROOM committee

ⒸBeijing ACG media Co.Ltd

株式会社フジクリエイティブ
コーポレーション

北京動卡動優文化傳媒有限公司

Fuji Creative Corporation

Beijing ACG Co.Ltd

BUSINESS

BUSINESS

B32

B34

会
議
棟

会
議
棟

アニメだけでなくコンテンツを総合的にプロデュース
アニメ、映像、キャラクターのプロデ
ュース等、コンテンツビジネスを総
合的に提案するクリエイティブエー
ジェンシーです。
We are a creative agency that makes 
comprehens ive  proposa ls  for 
contents business through producing 
anime,video,and characters.ⒸBANDAI/ルルロロプロジェクト

株式会社ファンワークス
Fanworks Inc.

BUSINESS EXHIBITIONB31会
議
棟

良質のアニメを世界へ
新作『逆転裁判』、大人気シリーズ『名探偵コナン』
をはじめとする様々な、アニメ、ドラマ、バラエ
ティ、ドキュメンタリー番組の販売をしています。
Our International Team handles the global 
licensing of TV programs including the new 
animation "Ace Attorney" and the hit series 
"Detective Conan".

ⒸCAPCOM／読売テレビ・A-1 PicturesⒸCAPCOM／YTV・A-1 Pictures

讀賣テレビ放送株式会社 / 
株式会社読売テレビエンタープライズ

Yomiuri-TV / YTE

BUSINESSB38会
議
棟

Let's introduce our exciting new anime!
PONY CANYON produced a number 
of new anime loved by fans, with hits 
such as "Attack on Titan", "Free!" and 
"Rokka".
By producing everything from 
animation to music to novels, we aim 
to deliver high quality content, 
experiences, and dreams through our 
work to people around the world.

ポニーキャニオン
PONY CANYON INC.

BUSINESSB36会
議
棟
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コラボ10選　Collab 10 Selections

アニメと異業種とのコラボレーション事例を紹介する企画です。今回は、2015年に実施された数あるコラボ
レーション事例の中から、特に注目度の高かった“コラボ10選”を選出。会場に、実際の商品・企画と、その
コラボに関わった担当者による解説を展示します。
This is a project that displays collaborative works between anime and other industries.
We dedicate this project to showcase the potential of anime collaboration business and how to proceed.

プレミアムコラボレーション
Premium Collaboration

J2リーグの3クラブとアニメ3作品がコラボレーション。3クラブ対抗の
"アニメダービー"や物販等を行い、スタジアムを盛り上げました。

とうふと『機動戦士ガンダム』がコラボした"G
とうふ"シリーズです。シリーズ最新作の第5弾
はチョコ味3種の「トリプル・ドムとうふ」。

『ちびまる子ちゃん』とプラネタリウムがコラボレーショ
ン。星空のドームにまる子たちがフルCGアニメーション
で描き出されました。

「アニ×サカ!!」 Animation × Soccer !! トリプル・ドムとうふ
MS-09 DOMTOFU BLACK TRI-STARS USE

プラネタリウム ちびまる子ちゃん 星にねがいを
CHIBI MARUKO CHAN, When you wish upon a star

AMAGI BRILLIANT PARK
NO-RIN
GIRLS und PANZER

Tokyo Verdy
FC GIFU
MITO HOLLYHOCK

機動戦士ガンダム×相模屋食料
MOBILE SUIT GUNDAM × Sagamiya Foods Co.,Ltd

ちびまる子ちゃん×コニカミノルタプラネタリウム株式会社
CHIBI MARUKO CHAN × Konica Minolta Planetarium Co., Ltd.

Ⓒ賀東招二・なかじまゆか/甘ブリ再生委員会　Ⓒ2014 白鳥士郎・SBクリエイティブ／のうりんプロジェクト
ⒸGIRLS und PANZER Film Projekt Ⓒ創通・サンライズ

Ⓒさくらプロダクション / 日本アニメーション

トヨタとジオンの重機メーカー・ジオ
ニック社が、エースパイロット・シャア・
アズナブル専用にふさわしい車両を共
同開発しました。カラーは赤、ツノ（ブ
レードアンテナ）付き。

SHARPのコミュニケーション機能搭載ロボッ
ト掃除機"COCOROBO"と『黒執事』がコラボ
しました。セバスチャン（声：小野大輔）新規ボ
イスを収録。

シャア専用オーリスⅡ AURIS Ⅱ CHAR AZNABLE’S CUSTOM

進撃の巨人×セブンイレブン
ATTACK ON TITAN × 7-Eleven

「NARUTO-ナルト-」浮世絵コラボレーション木版画
Collaboration Ukiyo-e Woodblock Print with NARUTO

機動戦士ガンダム×トヨタ自動車「ＡＵＲＩＳ」
MOBILE SUIT GUNDAM × TOYOTA「AURIS」

甘城ブリリアントパーク
のうりん
ガールズ＆パンツァー

J2リーグ
東京ヴェルディ
FC岐阜
水戸ホーリーホック

×

×

黒執事Book of Murder×SHARP
Kuroshitsuji Book of Murder × SHARP

Ⓒ創通・サンライズ　ⒸTOYOTA Ⓒ枢やな/スクウェアエニックス・黒執事Project・MBS

『攻殻機動隊 新劇場版』の公開＆攻殻25周
年を記念して、シチズン時計の人気ブランド
"INDEPENDENT"とのコラボレーションウオッチ。
ロジコマ型特製展示ケース付。世界限定2500点を
販売。

映画公開記念オフィシャルコラボクロノグラフ
Movie public memory　Offi  cial collaboration chronograph

攻殻機動隊 新劇場版×INDEPENDENT
Ghost in the Shell： The Movie × INDEPENDENT

Ⓒ士郎正宗・Production I.G／講談社・「攻殻機動隊 新劇場版」製作委
員会

セブンイレブンを舞台に行われた『進撃の
巨人』一大キャンペーン。エレン・リヴァイ
等身大フィギュア等、様々な限定グッズを
展開しました。

日本が世界に誇る伝統芸術・浮世絵の世界と
『NARUTO-ナルト-』のキャラたちがコラボし
ました。1枚1枚、職人が仕上げる完全受注生産
品。

ANIPLEX+ × SHARP プレミアムなCOCOROBO ロボット掃除機
Premium COCOROBO 〈Kuroshitsuji Ver.〉

進撃の巨人×セブンイレブン
ATTACK ON TITAN × 7-Eleven

NARUTO-ナルト- 疾風伝×葛飾北斎作「冨嶽三十六景」
NARUTO SHIPPUDEN × Thirty-six Views of Mount Fuji by Katsushika Hokusai 

Ⓒ諫山創・講談社／「進撃の巨人」製作委員会

Ⓒ岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ

幕末Rock×The Rolling Stones by ROCK A THEATER
Bakumatsu Rock × The Rolling Stones by ROCK A THEATER

ローリング・ストーンズの"リップ
＆タン"と世界中のアーティストが
コラボする斬新な企画です。『幕末
Rock』がアニメ作品として初コラ
ボしました。

幕末Rock×The Rolling Stones
Samurai Jam -Bakumatsu Rock- × The Rolling Stones

Ⓒ2014 Marvelous/幕末Rock製作委員会
Ⓒ2015 Musidor B.V. Under Licence to Bravado 
Merchandising. All Rights Reserved.

青森の伝統的な祭り"ねぶた・ねぷた"と、スクールアイドルプロジェクト『ラ
ブライブ！』とのコラボレーション。AnimeJapan 2016にはねぶた全基が登
場します。

ねぶた・ねぷた×ラブライブ！
Nebuta&Neputa×LoveLive!

LoveLive! ×
Aomori Nebuta Festival
Hirosaki Neputa Festival
Goshogawara Tachineputa Festival

Ⓒ2013 プロジェクトラブライブ！

ラブライブ！×
青森ねぶた祭
弘前ねぷたまつり
五所川原立佞武多
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AnimeJapan 2016では、昨年から継続する「ビジネスエリア」に『アニメビジネスコンシェルジュ』を開設い
たします。アニメビジネスに関する相談、初めてアニメーションビジネスに関わる異業種の方々への問い合わ
せ対応等、アニメビジネスの発展につながるよう、各種ご相談に対応いたします。
AnimeJapan 2016 is opening Anime Business Concierge inside the Business Area, just like the last year.

国内のアニメビジネス・関連ビジネスの海外発信力を高めるため、日本貿易振興機構（ジェトロ）にご協力をい
ただき、海外有力バイヤーとアニメ関連企業とのビジネスマッチングを行います。
Business matching between overseas leading buyers and anime related companies will be held for the 
cooperation of JETRO (Japan External Trade Organization) to increase publicity abilities of Japanese 
anime and related business.

クリエイションステージで実施するアニメビジネス関連のステージです。ビジネス来場者にとって有益な情報
だけではなく、一般来場者にも楽しんでいただける自由観覧型のステージを展開します。

➡ビジネスセミナーのプログラムはP.40-41
Business Seminar offers lectures on anime business in Creation Stage area. This stage is both useful for 
business attendees, and entertaining for regular attendees as well.

➡Please refer to page 40-41 for more details on the Creation Stage.

アニメビジネスコンシェルジュ
Anime Business Concierge

ビジネスセミナー
Business Seminar

AJ×JETRO Anime Biz Match
AJ × JETRO Anime Biz Match

■日程
2016年3月25日（金）・26日（土）
10時～17時（お問い合わせ受付は16時まで）

■会場
東京ビッグサイト　会議棟1階　レセプションホール

■内容
アニメビジネスに関わる問い合わせ対応
アニメビジネス初心者の方、これからアニメ業界との
ビジネスに取り組む方等からのご相談にお答えいた
します。
■注意事項
※お問い合わせの内容によってはお答えできない場
合もございます。

※具体的な個別企業へのお問い合わせに関しては、後
日回答となる場合もございます。

※相談窓口であり、必ずしも、希望する企業とのマッ
チングや今後のビジネス展開を保障するものでは
ございません。

※状況により、お問い合わせのお時間を制限させてい
ただく場合もございます。

■Date
March 25 [Fri] ・ 26 [Sat] 2016
10:00 a.m. - 5:00 p.m.
 (last admission is 4:00 p.m.)

■Venue
Reception Hall, 1F Conference Tower, Tokyo 
Big Sight

■Content
Customer service for anime business inquiries
Beginners for anime business, new business 
proposers to anime industries are welcomed 
to visit.

■NOTE
†There may be some inquiries that cannot be 
answered depending on their contents.

†The content of stage may change without 
prior notice. Inquiries regarding with individual 
corporations may take a few days to answer. 

†This is strictly a customer service. It will not 
guarantee your business matching or future 
business development. 

†There may be some occasions we have to 
restrict our available time for the service.

※ビジネスマッチングに関するお問い合わせは、直接ジェトロへお問い合わせください。
†Please contact JETRO directly regarding Business Matching.

※メインエリア（東展示棟）観覧自由
†Opened to the public in Main Area
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Free Entry, Play Corner, Workshop and Stage!Free Entry, Play Corner, Workshop and Stage!

ご入
にゅうじょう

場は、小
しょうがくせい

学生以
い か

下及
およ

びその保
ほ ご

護者
しゃ

に限
かぎ

ります。
This area is open for children under the age 12 and their guardians.

Free Entry, Play Corner, Workshop and Stage!Free Entry, Play Corner, Workshop and Stage!
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Floor Map 〈East Hall 6〉

ファミリーステージ Family Stage
あのキャラクターがステージにやってくるよ！ キャラクターたちとダンスを
踊
おど

ったり、クイズ大
たいかい

会をしたり、みんなで一
いっしょ

緒に楽
たの

しもう！

The characters are coming to the stage! Dance with the characters, 
enter the quiz tournament, and have fun with everyone!

キャラクター
グリーティング
Character Greeting
大
だい

好
す

きなキャラクターと一
いっしょ

緒に
写
しゃしん

真を撮
と

ろう！ どのキャラク
ターに会

あ

えるかは当
とうじつ

日のお楽
たの

し
み！

Let’s take a picture with 
your favorite character! 
The greeting schedule will 
be announced daily!

保護者の方へ
小さいお子様連れでご来場いただい
た方にも安心して楽しんでいただけ
るように、ベビーカー置き場や授乳
室等を設置し、快適に過ごせる環境
をご用意しております。

In order to provide visitors 
accompanying children with 
comfortable environment, there 
are stroller parking spaces and 
nursing rooms.

キッズ
ワークショップ
コーナー
Kids Workshop Station
アニメのキャラクターが入

はい

っ
たオリジナルグッズをつくろ
う！ アニメのキャラクター
を描

か

いて、アニメづくりを体
たい

験
けん

しよう！

Let’s make original items 
with anime characters! 
Draw anime characters, 
and have the experience 
of making an anime!

ファミリー
フードパーク
Family Food Park
みんなが大

だい

好
す

きなアニメのオ
リジナルフードが登

とうじょう

場！ あ
ったかくておいしいフードが
いっぱい！

Here some original anime 
food that everyone loves! 
This park is full of warm 
and delicious food!

プレイコーナー＆
出
し ゅ っ て ん

展ブース
Play Corner & Exhibition 
体
からだ

を動
うご

かすアトラクションで遊
あそ

ん
だり、キャラクターと写

しゃしん

真を撮
と

っ
たり、イラストを描

か

いたり、いろ
んな楽

たの

しい遊
あそ

びがいっぱい！

P l a y  a n d  m o v e  y o u r 
body, take pictures with 
charac ters ,  and  draw 
illustrations! This corner is 
full of all kinds of fun!
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アニメ『12歳。』を放送前にチェックしちゃお!!『怪盗ジョーカー』がファミリーアニメフェスタに登場！

すごい!! 飛び出る! 音が出る! 新感覚ぬりえ体験 こども・アニメ専門チャンネル

4/4（月）よる7時30分からTOKYO MXほか
で放送がスタートするアニメ『12歳。』の最新
情報がチェックできちゃうよ!!
Check out the latest information on the 
anime "Age 12" starting on April 4th (Mon) 
from 7:30pm on Tokyo MX.

『怪盗ジョーカー』の世界がファミリ
ーアニメフェスタにやってきた！ 
3DSゲームの体験コーナーも。ジョ
ーカーが突然現れるかも……!?
Come see "MYSTERIOUS JOKER" at 
the Family Anime Festa ! Check out 
the 3DS game software corner and 
you might catch a glimpse of Joker!?

『探偵チームKZ事件ノート』DVD発
売記念！ KZメンバーが浮き上がる
不思議なぬり絵体験！ MKBとのコ
ラボを実施!!
A  new  sensa t i on  o f  co lo r ing 
experience. “Tantei Team KZ Jiken 
Note” DVD launch commemoration! In 
collaboration with MKB!

こども・アニメ専門チャンネル
「キッズステーション」で好評放送中
の『パパンがパンダ！』をはじめ、人
気キャラクターをご紹介します！
KIDS STATION is a very popular 

pay-TV channel not only for children but also for their parents' 
generations. Many anime characters from its popular programs like 
“Papan Ga Panda,” are exhibited to greet you.

Ⓒまいた菜穂・小学館／アニメ「12歳。」製作委員会
Ⓒたかはしひでやす・小学館／怪盗
ジョーカープロジェクト 

ⒸH,R,K,K/TKZC
ⒸKIDSTONE/SME

「12歳。」from ちゃお「怪盗ジョーカー」
from コロコロコミック

〈探偵チームKZ事件ノート〉×〈Music Kids Book〉
塗り絵AR体験コーナー!! キッズステーション

Age12 from CIÀOMYSTERIOUS JOKER from COROCORO COMICS

TanteiteamkzjikennoteMusicKidsBook KIDS STATION

EXHIBITION F2F2F1F1

F3F3 F4F4

東
６

東
６

東
６

東
６

EXHIBITION

SELLINGEXHIBITION SELLINGEXHIBITION

Booth IndexBooth Index

アニメをつくろう 
Let’s Make an Anime

エッグマラカスづくり 
Making Egg Maracas

ハンカチづくり
Make a “Tegaki-Yuzen” Handkerchief

アニメのキャラクターを動
うご

かして、アニメづ
くりを体

たいけん

験しよう！
Move anime characters, and have the 
experience of making an anime!

大
だい

好
す

きなキャラクターのシールを貼
は

って、
オリジナルマラカスをつくろう！
Put on the stickers of your favorite 
characters, and make your own 
original maracas!

伝
でんとうてきこうげいひん

統的工芸品『東
とうきょう

京手
て

描
がきゆうぜん

友禅』のハンカチづく
りです。キャラクターが描

えが

かれたハンカチに色
いろ

を付
つ

けて、オリジナルハンカチをつくろう！
Color the traditional “Tokyo-Tegaki-
Yuzen” handkerchief that you drew 
a character on, and make your own 
original handkerchief!

プレイコーナープレイコーナー
【Play Corner】【Play Corner】

写
し ゃ し ん

真を撮
と

ろう！
Let’s take a picture!

アイカツ！ワゴンと
記
き

念
ねんさつえい

撮影して、アイカツ！
カードをもらっちゃおう☆
春春
はるはる

からから始始
はじはじ

まる「アイカツスターズ！」のまる「アイカツスターズ！」の紹紹
しょうかいしょうかい

介介もあるよ！もあるよ！
Take a souvenir picture with “Aikatsu!” station Take a souvenir picture with “Aikatsu!” station 
wagon and get free “Aikatsu!” card ☆ Check wagon and get free “Aikatsu!” card ☆ Check 
out “Aikatsu Stars!” starting from spring!out “Aikatsu Stars!” starting from spring!

ドラゴンボールアスレチック
“Dragon Ball” Obstacle Race

最
さい

後
ご

までコースから落
お

ちずにゴールできるかな!?
Can you make it to the end and reach the goal 
without falling off ?

手
し ゅ

裏
り

剣
け ん

に挑
ち ょ う せ ん

戦！の段
だ ん

！
Next Level: Challenge the ninja star throwing

乱
らん

太
た

郎
ろう

たちに
負
ま

けないように
手
しゅ

裏
り

剣
けん

の練
れんしゅう

習をしよう！
Let’s practice ninja star throwing so that 
we won’t lose to the Rantarō gang!

ふわふわ（エアートランポリン）
Soft and Fluff y (Air Trampoline)

しんちゃんのふわふわで
飛
と

んだり跳
は

ねたり！
Jump and fl y softly 
like Shin-chan! 

ライブ上
じ ょ う え い

映＆ランウェイ
Live Performance on Screen & Runway

プリパラのライブをプリパラのライブを見見
みみ

て、て、
トモチケランウェイにトモチケランウェイに
参参
さんさん

加加
かか

しよう！しよう！
Let’s watch the “PriPara” Let’s watch the “PriPara” 
live performance, live performance, 
and participate in the Tomochike runway!and participate in the Tomochike runway!

いろんないろんな楽楽
た のた の

しいしい遊遊
あ そあ そ

びがいっぱい！びがいっぱい！
This corner is full of all kinds of fun!This corner is full of all kinds of fun!

ⒸBNP/BANDAI, DENTSU, TV TOKYO　Ⓒ臼井儀人 / 双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK　Ⓒバードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション　
Ⓒ尼子騒兵衛／ＮＨＫ・ＮＥP　ⒸT-ARTS/syn Sophia/テレビ東京/PP3製作委員会

ⒸNIPPON ANIMATION CO., LTD.　Ⓒ犬丸りん・ＮＨＫ・ＮＥＰ　Ⓒさくらプロダクション / 日本アニメーション　Ⓒ大友克洋･マッシュルーム･木村真二／ヒピラくん製作委員会
ⒸABC・東映アニメーション　ⒸL5/YWP・TX

オリジナルグッズをつくろう! アニメづくりをオリジナルグッズをつくろう! アニメづくりを体体
た い け ん

験験しよう！しよう！
Let’s make original items! Have the experience of making an anime!Let’s make original items! Have the experience of making an anime!

キッズワークショップコーナーキッズワークショップコーナー
【Kids Workshop Station】【Kids Workshop Station】

無
む

料
りょう

Free to play

手手
てて

描描
が き ゆ う ぜ ん た い け んが き ゆ う ぜ ん た い け ん

友禅体験友禅体験

無
む

料
りょう

Free to play
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ⒸBNP/BANDAI, DENTSU, TV TOKYO

Ⓒさくらプロダクション / 日本アニメーション

Family Food ParkFamily Food Park
あったかくておいしいフードがいっぱい！

This park is full of warm and delicious food!

さくさくナゲットをあかりと
いちごのリボンカラーソース
（2種

しゅ

）で召
め

し上
あ

がれ
アイカツ！オリジナルシール付

つ

き

たっぷりホイップクリームと
メープルシロップ付

つ

きの
ふわふわパンケーキ

アイカツ！ナゲットアイカツ！ナゲット
～あかり&いちごのリボンカラーソース～～あかり&いちごのリボンカラーソース～
“Aikatsu! Nugget ‒ Akari & Ichigo’s Ribbon Sauce ‒”“Aikatsu! Nugget ‒ Akari & Ichigo’s Ribbon Sauce ‒”

まんまるパンケーキまんまるパンケーキ
Perfectly Round PancakesPerfectly Round Pancakes

￥500（税ぜい こ み込）

￥650（税ぜい こ み込）

ⒸT-ARTS/syn Sophia/テレビ東京/PP3製作委員会

ⒸNIPPON ANIMATION CO., LTD.

らぁらのリボンのような
パスタをトッピングした
ホワイトソースベースのピザ

たっぷりチーズで
ラスカルのしっぽを表

ひょうげん

現した
おいしいカレー

らぁらのリボンピザらぁらのリボンピザ
Laala’s Ribbon PizzaLaala’s Ribbon Pizza

ラスカレーラスカレー
Ras-CurryRas-Curry

￥500（税ぜい こ み込）

￥650（税ぜい こ み込）

Ⓒ2015原ゆたか／ポプラ社, 映画かいけつゾロリ製作委員会

あったかくて具
ぐ

だくさんな
コーンスープと
イシシ＆ノシシのパン付

つ

き

ゾロリゾロリ一一
い っ こ うい っ こ う

行行のあったかのあったか
コーンスープ＆パン（2つ）コーンスープ＆パン（2つ）
Kaiketsu Zorori Party’s Warm Corn Soup and Bread (Two Types)Kaiketsu Zorori Party’s Warm Corn Soup and Bread (Two Types)

￥550（税ぜい こ み込）

ⒸNIPPON ANIMATION CO., LTD.　Ⓒ2015原ゆたか／ポプラ社, 映画かいけつゾロリ製作委員会　Ⓒ犬丸りん・ＮＨＫ・ＮＥＰ　Ⓒ臼井儀人 / 双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK
Ⓒ2014 Mine Yoshizaki/KADOKAWA, BNP　Ⓒさくらプロダクション / 日本アニメーション　Ⓒバードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション　
Ⓒ尼子騒兵衛／ＮＨＫ・ＮＥＰ　Ⓒ2010 あきやまただし/はなかっぱプロジェクト　ⒸNintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku　ⒸPokémon
ⒸABC・東映アニメーション　Ⓒ青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996　ⒸL5/YWP・TX　
Ⓒ尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

ファミリーステージファミリーステージ
【Family Stage】【Family Stage】

キャラクターグリーティングキャラクターグリーティング
【Characters Greeting】【Characters Greeting】

キャラクターとキャラクターと一一
いっしょいっしょ

緒緒にに写写
しゃしんしゃしん

真真をを撮撮
とと

ろう！ どのキャラクターにろう！ どのキャラクターに会会
ああ

えるかはえるかは当当日日のおのお楽楽
たの

しみ！しみ！
Let’s take a picture with a character! The greeting schedule will be announced daily!Let’s take a picture with a character! The greeting schedule will be announced daily!

10:30～11:10

11:30～12:10

12:30～13:10

13:30～14:10

14:30～15:10

時
じ

間
か ん

 Time3月
が つ

26日
にち

（土
ど

） March 26（Sat）

3月
が つ

26日
にち

（土
ど

） March 26（Sat）

3月
が つ

27日
にち

（日
に ち

） March 27（Sun）

3月
が つ

27日
にち

（日
に ち

） March 27（Sun）

無
む

料
りょう

Free to play

無
む

料
りょう

Free to play

あのキャラクターがステージにやってくるよ！ みんなであのキャラクターがステージにやってくるよ！ みんなで一一
い っ し ょい っ し ょ

緒緒にに楽楽
た のた の

しもう！しもう！
These characters are coming to the stage! Let’s have fun with everyone!These characters are coming to the stage! Let’s have fun with everyone!

●コーラ Cola

●オレンジ Orange Juice

●水 Bottled Water

●ウーロン茶 Oolong Tea

●お茶 Green Tea

ドリンクメニュー　Drink Menu

￥200（税
ぜい こ み

込）
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●来場について

●前日からのご来場はご遠慮ください。前日からのご来場による事故・トラ
ブル等につきましては、主催者は一切責任を負いません。
●前日からのご来場が発覚した場合、警察からの指導が入る場合もございま
す。
●開場前は屋外で待っていただきます。
●雨天の場合でも屋外に並んでいただきますので、あらかじめ雨具をご用意
ください。
●天候や交通機関の遅れにより、会場にたどり着けない／到着が遅れて希望
のイベントに間に合わない場合でも、主催者は一切責任を負いません。
●ご来場にかかわる費用は、すべてご来場者の負担となります。
●未成年の方は、必ず保護者の許可を得た上でご来場ください。
●会場内は大変混雑いたします。あらかじめご了承ください。
●ペットを連れてのご入場はできません（盲導犬・介助犬は除く）。
●ご来場前日は十分な休養をとり、体調を整えておこしください。
●インフルエンザ等を発症している可能性がある場合は、ご来場を控えてい
ただくようお願いします。また、できるかぎりマスクの着用をお願いいた
します。

●イベント全体について
●都合により当日のイベント内容が変更になる場合もございます。
●天災・不慮の事故等によりイベントが中止となる場合もございますので、
あらかじめご了承ください。
●現地ではスタッフの指示に従ってください。
　※スタッフの指示に従わず発生した事故等に関して、主催者は一切責任を
負いません。
●ご自分の荷物・貴重品等はご自分で管理してください。
　※会場内での盗難・置き引き等に関して、主催者は一切責任を負いません。
●気分が悪くなったり怪我をした場合は、お早めにお近くのスタッフにお申
し出いただくか、総合インフォメーションまでお申し出ください。

●他人の迷惑になるような行為（トイレ・通路等での着替え、大人数でのス
ペースの占拠、物を振り回す等）や、物品の持ち込みはご遠慮ください。
●掲載商品の内容等は変更する場合があります。
●会場内外での、来場者間の ｢グッズ等の交換・授受・転売・個人での販売｣ 
行為はかたく禁止しております。

●スタッフの指示に従えない方は退場していただく場合もございます。
●会期中、会場内では各種取材が入っております。又、取材時に撮影された
写真が記事等に使用される可能性もございます。

●会場で配布するものにはすべて数に限りがございます。あらかじめご了
承ください。

●コスプレについて
●コスプレ参加をされる方は他の方に迷惑がかからないよう、以下のルール
を守ってご参加ください。 
　事故・トラブル等に関して、主催者は一切責任を負いません。また、周囲
の迷惑となる行為、危険行為は禁止です。 
　ルールを守らない、スタッフの指示に従わない場合はご退場いただく場合
がございます。

■コスプレおよび来場について
●コスプレをする際は「AnimeJapan入場券」の他、コスプレ登録（登録料：
1000円／日(税込）)が必要です。 
※コスプレ登録はコスプレ受付（更衣室前）にて行います。　 
※当日中であれば、更衣室は何度でも利用ができます。 
※コスプレ登録証紛失の場合は再購入が必要です。

●コスプレでの来場・退場・帰宅はできません。 
●東展示棟から外に出る場合は必ずコスプレから着替えてください。
■着替えについて
●着替える際は会場内に設けている更衣室を利用してください。利用には
コスプレ登録（有料）が必要です。 
※近隣施設や会場内トイレ等での着替え、メイクは禁止です。 
●更衣室の利用可能時間帯は10：00～17：00となります。（最終受付16：

30）　 
※更衣室への荷物の放置はできません。荷物はクロークをご利用下さい。 
※更衣室ではカメラ・携帯及びスマートフォン問わず写真撮影は禁止で
す。また更衣室内はカメラのレンズキャップ は付けてください。 

※更衣室内ではヘアスプレーやマニキュア等の揮発性・匂いの強い物の使
用は禁止です。

■荷物について
●クロークをご用意しております。利用にはコスプレ登録（有料）が必要で
す。
※当日中であれば荷物は何度でも出し入れができます。 
※ただし、クロークスペースには限りがあります。お預かりできない場合
もありますので、予めご了承ください。 

●クロークの利用可能時間帯は10：00～16：30となります。 
●荷物の紛失・盗難・破損の責任は負いません。貴重品は身につけて、自己
管理をお願い致します。 
●クロークはコスプレ参加の方専用です。
■持ち込み禁止物について
●武器模倣アイテムは銃刀法に違反しないもののみご利用いただけます。 
●武器等は移動中、周囲の迷惑にならないようカバンや袋等にしまって持ち
歩いてください。 

●長物、大きな造形物は移動中、周囲の迷惑にならないよう分解して持ち歩
いてください。 

●極端に鋭利なものや、発射可能なエアガンの持ち込みは禁止です。 
●他人や会場に傷をつけたり、汚す可能性のある物の持ち込みは禁止です。 
●可燃性危険物等の持ち込みは禁止です。 
●会場内では武器・バット・ラケット・ボール等を振り回す、投げる等の行
為を禁止いたします。 
●ガラス製品や陶器等破損飛散する可能性のある物の持ち込みは禁止です。 
●刑法175条・児童ポルノ法に触れるものの持ち込みは禁止です。 
●その他当日スタッフが危険・迷惑と判断した場合は、アイテムをお預かり
する場合があります。 

■衣装について
●現行の警察官、自衛官、消防士等の公的に権力を持つ公人の制服の着用は
できません。 

●露出の激しいコスチュームや、第三者が不快に感じるコスチュームの着用
はできません。 

　着用されている場合はご退場いただく場合がございます。その際の登録
料の返金は致しません。 

●視界を制限する衣装（覆面、お面、眼帯等）、移動が困難な衣装（大型のハ
リボテ、着ぐるみ、裾を引きずる、大きな装飾品等）は、コスプレエリア以
外での着用はできません。 
●その他当日スタッフが不適切と判断した衣装につきましては着用をお断
りさせていただく場合があります。

■撮影について
●撮影は決められた場所（屋内/屋外コスプレエリア）で行ってください。 
　東棟ガレリア（1階/2階）及び飲食店内での撮影は禁止です。 
●撮影は相手の許可を貰ってから行ってください。 
●周囲に迷惑になる撮影、風紀を乱す過激なポーズでの撮影はご遠慮くださ
い。また、被写体となる方にポーズの強制は行わないようお願いいたしま
す。 
●スタンド等を使用した大型ストロボやライト等の撮影機材の持ち込みは
禁止です。 
●会場内で撮影された写真の商用利用はできません。 
■取材について
●会場にメディアの取材が入ります。 各メディアの取材に関しては
「PRESS証」を確認の上、自己責任でご対応ください。 
　また、記録や広報のため、主催者による撮影が入る場合があります。写り
込む場合もありますので予めご了承ください。 

注意事項
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●Regarding Attendance
●Please refrain from coming to the venue before the festival starts. 
The organizers will not bear any responsibility for accidents or 
problems that occur due to any arrival before the festival.

●If it is found that you have come to the venue before the festival, 
the police may become involved.

●Please wait outside before the doors have opened.
●Since you will need to line up outside even in the case of rain, 
please carry sufficient rain gear.

●The organizers will not bear any responsibility even when you 
cannot arrive at the venue/are late in arrival, and are not able to 
be in time for your desired event due to the weather or a delay in 
transportation.

●All expenses spent to arrive to the venue shall be borne by the 
visitor.

●Minors must attend upon having obtained the permission of their 
guardian.

●The venue will be very crowded. We kindly ask for your 
understanding.

● It is not possible to enter the venue with pets (except for guide 
dogs and service dogs).

●Please be fully rested and in good health before the day you 
attend.

●When symptoms of influenza, etc., occur, please refrain from 
attending. Also, please wear a face mask whenever possible.

●During the Event
●There are cases where the content of the day’s events will change 
due to circumstances.

●Since events could be canceled due to any disaster or unforeseen 
accident, we kindly ask for your understanding.

●Please follow the instructions of the staff on site.
†The organizers  w i l l  no t  bear  any  respons ib i l i t y  for 
accidents or problems relating to accidents, etc. that have 
occurred by not following the instructions of the staf f.

●Please manage your luggage and valuables yourself.
†The organizers will not bear any responsibility relating to theft or 
cases of pickpocketing within the venue.

●In the event that you become ill or suffer injury, please notify the 
nearby staff quickly or read the General Information.

●Please refrain from behavior that will cause inconvenience to other 
people (changing clothes in the bathrooms or corridors, occupying 
the space of several adults, waving objects, etc.,) or from bringing 
articles.

●There are cases where the contents of the listed products will 
change.

●Behaviors such as “exchanging goods, receiving, reselling, or 
making personal sales” both inside and outside of the venue are 
strictly prohibited.

●There are cases where persons who do not follow the instructions 
of the staff will be asked to leave.

●All types of data is collected during the festival. Also, it is possible 
that photos taken at the time that data is collected will be used in 
articles, etc.

●A limited number of items may be distributed in the venue. We 
kindly ask for your understanding.

●Regarding Cosplay
●Those who participate in cosplay must participate while observing 
the following rules, so as to not cause inconvenience to other 
people.

　The organizers will not bear any responsibility relating to accidents 
or problems.

　Also, behaviors that cause inconvenience to those around and 
dangerous behaviors are prohibited.

　When you do not observe these rules and follow the instructions of 
the staff, you will be asked to leave.

■ Regarding Cosplay and Arrival
●When conducting cosplay, in addition to the “AnimeJapan 
Admission Ticket,” it is necessary to have a Cosplay Registration 
(the registration fee is 1,000 yen/day (including tax)).
†Cosplay Registration will be conducted at the Cosplay Reception 
(in front of the dressing room)

†It is possible to use the dressing room repeatedly on the day of 
the festival.

†When the Cosplay Registration Certificate is lost, it must be 
purchased again.

●It is not possible to arrive at the venue, leave the venue, or return 
home while cosplaying.

●When leaving the East Exhibition Hall, you must change out of your 
cosplay.

■ Regarding the Changing of Clothes
●When changing clothes, please use the dressing room provided 
within the venue. 
†Changing clothes or putting on makeup in a neighboring facility, 

within the venue, in the bathrooms, etc., is prohibited.
●The times when it will be possible to use the dressing room will be 
from 10:00 to 17:00. (Final reception is 16:30.)
†It is not possible to leave luggage in the dressing room. Please use 
the cloakroom for luggage.

†Photography is prohibited in the dressing room, regardless of 
whether with a camera, mobile phone, or smartphone. Also, 
please leave the lens cap on in the dressing room.

†Items that are volatile or those with a strong odor are prohibited 
within the dressing room such as hair spray or nail polish. 

■ Regarding Luggage
●We have prepared a cloakroom. Cosplay Registration (a fee will be 
applicable) is necessary in order to use it.
†On the day of the festival, it is possible to leave and remove 
luggage repeatedly.

†However, the cloakroom space is limited. Since there are cases 
where luggage cannot be taken for safekeeping, we kindly ask 
for your understanding.

●The times when it will be possible to use the cloakroom will be from 
10:00 to 16:30.

●No responsibility will be borne for the loss, theft, or damage of 
luggage. Please carry valuables on your person and manage them 
yourself.

●The cloakroom may only be used by those participating in cosplay.
■ Regarding the Bringing of Prohibited Items
●For items that are imitation weapons, only those that do not violate 
the Swords and Firearms Control Law may be used.

●For weapons etc., please place them in a satchel or bag while in 
motion and carry them so that they do not inconvenience those 
who are around.

●For long items or large sculpted objects, keep them disassembled 
while in motion and carry them so that they do not cause 
inconvenience to those who are around.

●Bringing items with a sharp tip or air guns that can be fired is 
prohibited.

●Bringing items that may injure or dirty other people in the venue is 
prohibited.

●Bringing inflammable items is prohibited.
●Within the venue, behavior such as the waving or throwing of bats, 
rackets, balls, etc., is prohibited. 

●Bringing items that may break and scatter, such as glass products 
or pottery, is prohibited.

●Bringing items that infringe on Article 175 of the Penal Code or the 
Child Pornography Law is prohibited.

● If an item is otherwise judged by the staff on the day to be a 
danger or inconvenience, there are cases where such items will be 
kept in custody.

■ Regarding Clothing
●The uniforms of public figures who have official authority, such 
as current police officers, members of the Self-Defense forces, 
firefighters, etc., may not be worn.  

●Highly revealing costumes or those that will make a third party 
uncomfortable may not be worn.

　When worn, there are cases where you will be asked to leave.
　In such a case, the registration fee will not be refunded.
●Clothing that restricts the field of vision (face coverings, masks, eye 
patches, etc.,) and clothing that makes movement difficult (large 
papier-mâché costumes, cartoon-character costumes, trailing 
hemlines, large ornaments, etc.) may not be worn outside of the 
cosplay area. 

●When otherwise judged by the staff on the day to be inappropriate, 
the wearing of such clothing will be refused.

■ Regarding Photographs
●Please take photographs in the designated areas (in the indoor/
outdoor cosplay areas). 

　Photography is prohibited in the East Hall Galleria (first floor, 
second floor) and inside the restaurant.

●Take photographs after having received the permission of the other 
person.  

●Please refrain from photography that is an inconvenience for those 
around or with extreme poses that corrupt public morals.  

　Also, please do not force the subject to pose.
●Bringing photographic equipment such as a large stroboscope, 
lights, etc., that use a stand and other equipment is prohibited.  

●Photographs taken within the venue may not be for commercial 
use.  

■ Regarding the Press (Media)
●Media crews will be in the venue for coverage. 
　It is your responsibility to meet the requests from the media; 
however, we urge you to first check their “PRESS” passes for 
eligibility. 

　Also note organizer’s photographers and/or video crews may be in 
the venue for recording and public relations purposes. 

　During photo or video shooting, you may be in the picture(s). In 
such a case, we ask for your understanding.

PRECAUTIONS
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