ごあいさつ
Greeting from AnimeJapan 2017
本日はAnimeJapan 2017にご来場いただきまして、誠にありがとうございます。
以前オバマ元大統領がスピーチの中で日本の文化について言及し、
「世界の共通言語となっている4つの日本発の文化がある。
それは、アニメ・マンガ・エモジ・カラオケである。」
と発言されていました。
このように日本のアニメ・マンガは、国や人種、年齢や性別の隔てなく
あらゆる垣根を越えみんなが楽しめる文化として世界中に認知されており、
それはまさに日本の誇りであると考えております。
AnimeJapanは、その世界に誇れる日本のアニメ・マンガが一同に介した年に一度の祭典です。
どうか時間を忘れて、思う存分楽しんでください。
最高の感動がここにあります。
これからも、全てのご来場者様・出展社の皆様と共にこのAnimeJapanを盛り上げ、
日本のアニメの魅力を世界中に発信し続けたいと思います。
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

阪下

實

We would like to express our sincerest thanks for visiting AnimeJapan 2017.
A while ago, the former President of the United States, Barack Obama mentioned
Japanese culture in his speech.
Four things from Japan that became common language of the world were noted by
Obama as karaoke, manga, and anime, and of course, emojis
Japanese anime and manga have spread across nations, ethnicities, gender, and
generations.
It is acknowledged as entertainment that travels through cultures for each one of us.
It is something that cultivates the pride of Japan.
AnimeJapan is a grand festival where every single piece of such pride is assembled
together.
It is our pleasure if, this day, you could forget everything else and enjoy yourself to the
fullest.
Please witness the greatest excitement that lies here.
It is our resolution to further enrich AnimeJapan with our guests and exhibitors, and
continue to spread the appeal of Japanese anime to the world.
Thank you for coming to AnimeJapan.

Minoru Sakashita
Chairman, AnimeJapan Organization

AnimeJapan 2017 開催概要

AnimeJapan 2017 Event Outline

■催事名称 AnimeJapan 2017
■会
場 東京ビッグサイト
（〒135‑0063 東京都江東区有明3‑11‑1）
東展示棟 東1‑7ホール［メインエリア］
会議棟1Fレセプションホール［ビジネスエリア］
■メインエリア会期
2017年3月25日（土）
・26日（日）
10:00〜17:00 ※最終入場16:30
■ビジネスエリア会期
2017年3月23日（木）11:00〜18:00 ※最終入場17:30
2017年3月24日（金）10:00〜17:00 ※最終入場16:30
■主
催 一般社団法人アニメジャパン
■特別協賛 dアニメストア／Fate/Grand Order
■協
賛
ソニー株式会社／パディントン２／ゴジラ・ストア
株式会社SANKYO／LIVE DAM STADIUM／フィールズ株式会社
株式会社ファミリーマート
■後
援
経済産業省／一般社団法人 日本動画協会／コミック出版社の会
■入場料
事前販売 中学生以上：1,800円（税込）／小学生以下：無料
当日券
中学生以上：2,200円（税込）／小学生以下：無料
■公式サイト
http://www.anime-japan.jp
■公式Twitter
@animejapan̲aj (ハッシュタグ：#animejapan)

■Event Name AnimeJapan 2017
■Venue Tokyo Big Sight
(3-11-1 Ariake, Koto-ku, Tokyo, JAPAN 135-0063)
East Exhibition Halls 1-7 [Main Area]
Reception Hall (1F Conference Tower) [Business Area]
■Date＆Time Main Area
March 25 (Sat)・26 (Sun), 2017
10:00 a.m.-5:00 p.m. †Last Admission 4:30 p.m.
■Date＆Time Business Area
March 23 (Thu), 2017
11:00 a.m.-6:00 p.m. †Last Admission 5:30 p.m.
March 24 (Fri), 2017
10:00 a.m.-5:00 p.m. †Last Admission 4:30 p.m.
■Organizer AnimeJapan Organization
■Special Sponsors d AnimeStore／Fate/Grand Order
■Sponsors
Sony Corporation／PADDINGTON 2／GODZILLA STORE
SANKYO CO., LTD.／LIVE DAM STADIUM
FIELDS CORPORATION／FamilyMart Co.,Ltd.
■Supporters
Ministry of Economy,Trade and Industry
The Association of Japanese Animations
The Association of MANGA Publishers
■Admission Fee
Advance:
￥1,800 (tax included) for attendees over 13 years old.
Free Admission for children under 12 years old.
Doors:
￥2,200 (tax included) for attendees over 13 years old.
Free Admission for children under 12 years old.
■Oﬃcial Website http://www.anime-japan.jp/en/
■Oﬃcial Twitter @animejapan̲aj (hashtag : #animejapan)

ファミリーアニメフェスタ2017 開催概要

Family Anime Festa 2017 Event Outline

■名
称 ファミリーアニメフェスタ2017
■会
場
東京ビッグサイト（〒135‑0063 東京都江東区有明3‑11‑1）
東展示棟 東8ホール
■会
期 2017年3月25日（土）
・26日（日）
10:00〜17:00 ※最終入場16:30
■主
催 一般社団法人アニメジャパン
■特別協賛 dアニメストア／Fate/Grand Order
■協
賛
ソニー株式会社／パディントン２／ゴジラ・ストア
株式会社 SANKYO／LIVE DAM STADIUM／フィールズ株式会社
株式会社ファミリーマート
■後
援
経済産業省／一般社団法人 日本動画協会／コミック出版社の会
■入場料
無料 ※ご入場は、小学生以下及びその保護者の方に限ります。
■公式サイト http://www.family-animefesta.jp
■公式Twitter
@famianifesta (ハッシュタグ：#famianifesta)

■Title Family Anime Festa 2017
■Venue East Exhibition Hall 8, Tokyo Big Sight
3-11-1 Ariake, Koto-ku, Tokyo, 135-0063
■Date＆Time March 25 (Sat)・26 (Sun), 2017
10:00 a.m.-5:00 p.m. †Last Admission 4:30 p.m.
■Organizer AnimeJapan Organization
■Special Sponsors d AnimeStore ／ Fate/Grand Order
■Sponsors
Sony Corporation／PADDINGTON 2／GODZILLA STORE
SANKYO CO., LTD.／LIVE DAM STADIUM
FIELDS CORPORATION／FamilyMart Co.,Ltd.
■Supporters
Ministry of Economy,Trade and Industry
The Association of Japanese Animations
The Association of MANGA Publishers
■Admission Fee
Free *admission is restricted to children under 12 and their
guardians
■Oﬃcial Website http://www.family-animefesta.jp/en/
■Oﬃcial Twitter @famianifesta (hashtag : #famianifesta)

来場者アンケート Attendee Survey
アンケートに答えていただいた方に、先着でクリアファイルをプレゼント！
◆クリアファイル配布予定
14:00頃〜 東7ホール、16:00頃〜 東4ホール／2日間配布予定
アンケート完了画面をスタッフに提示してください
Applicants who answer the questions will get a clear
ﬁle folder on a ﬁrst come ﬁrst serve basis!
◆Time & Location for Gift Hand Out:
2:00p.m.〜 @East Hall 7 / 4:00p.m.〜 @East Hall 4 /
Available in both days
※配布数には数に限りがあります。アンケートにお答えいただいた全ての方に配布されるとは限りません。
※デザインは変更になる場合があります。 ※アンケートはスマートフォンサイトでのみ実施となります。
*The number of gifts are limited. Not all participants who cooperated can receive the item.
*Designs are subject to change. *Questionnaire is available on the smartphone website only.
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フロアマップ

Fate/Grand Order
ARスタンプラリー

Floor Map

AJ Night 2017

AnimeJapan 2017会場内に設置されたチェッ
クポイントを探してサーヴァントを召喚しよう！
7騎全てのサーヴァントが召喚
できたら、景品交換所でオリジ
ナル缶バッジをプレゼント！

❺
❻

豊洲PIT 東京都江東区豊洲6丁目1‑23
2017年3月25日（土）
開場17:00／開演18:00

●出演アーティスト
DJ アイドルマスタークリエイターズ／遠藤ゆ
り か ＆DJ和 ／ZAQ with DJ MarGenal／DJ
from K（angela）／DJ WILDPARTY／motsu
×DJ KAYA
Live Act 綾野ましろ／イヤホンズ／久保ユリ
カ／沼倉愛美／Luce Twinkle Wink☆
VJ KITUNE／u-z／Routes

※チェックポイントはアプリ内の
マップで確認できます

⓮

●会場

❶

AJ Night 2017

⓬

TOYOSU PIT
[6-1-23 Toyosu, Koto-ku Tokyo]
March 25 [Sat] 2017 Begins at 6:00 p.m.

AJ Circuit in 両国国技館

❽

●会場 両国国技館

❸

東京都墨田区横網1丁目3番28号

❿

2017年3月25日（土）
開場 16:00／開演 17:00
●注目の春アニメが一堂に会する合同上映祭。

⓫

❼

❹

ANIME COLLECTION 2017 SPRING

❾

ANISONG WORLD MATSURI 2017

❷
❶

会議棟6F
605＋606会議室

⓭
アニメ
ビジネス大学

2017年3月26日（日）
開場 16:00／開演 17:00
●出演アーティスト
T.M.Revolution／JAM Project／
OLDCODEX

AJ Circuit in Ryogoku Kokugikan
Ryogoku Kokugikan
[1-3-28 Yokoami, Sumida-ku Tokyo]
ANIME COLLECTION 2017 SPRING
March 25 [Sat] 2017 Begins at 5:00 p.m.
ANISONG WORLD MATSURI 2017
March 26 [Sun] 2017 Begins at 5:00 p.m.

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 supported by LIVE DAM STADIUM
Open Stage supported by LIVE DAM STADIUM
最新アニメ作品の発表やトークイベント、様々な企画イベント等を
展開します。 ※着席部分：申込抽選／立見部分：自由観覧型
Releases of upcoming series, talk-sessions, and various
events are held.
*Seats = application required / standing = free entry

❸フードパーク

supported by dアニメストア
Food Park supported by d AnimeStore
ｄアニメストアのアンケート結果を基に実現した、味も見た目もお
いしいオリジナルアニメコラボメニューをお楽しみください。
Delicious and entertaining, please enjoy original animecollab menu created by the voting results on d AnimeStore.

❹コスプレイヤーズワールド Cosplayer s World
屋内外のエリアと更衣室に加え、新たに「プレミアム女子更衣室」
や人気の「オフィシャル背景」等、さらに充実しました。
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In addition to indoor/outdoor area and changing
room, "Premium Ladies Changing Room" and "Official
Background" will enrich the venue even more.

❺オフィシャルグッズ
伝統工芸×アニメ／デザイナーズアニメTシャツストア／AJガチャ
Oﬃcial Goods
Traditional Crafts x Anime／Designer Anime T-Shirt Store／AJ Gacha
「伝統工芸」コラボや、オリジナルアニメデザインTシャツ、30種の
「AJガチャ」等、スペシャルグッズをご提供します。
The special goods; collab with traditional crafts, original
design T shirts, and 30 varieties of AJ Gacha are
available.

❻アニメコラボレーション10選

❽携帯電話無料充電コーナー presented by NTT docomo
Phone-charging Spot (FREE) 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.

❾Production Works Gallery

⓭AJ×ABPF アニメビジネス大学

Production Works Gallery
劇場版『名探偵コナン 純黒の悪夢（ナイトメア）
』をモチーフにアニ
メ制作の技術と魅力をギャラリー形式で展示します。
Utilizing anime movie "Detective Conan: The Darkest
Nightmare," the skill and appeal of anime production is
showcased.

AJ × ABPF Anime Business University
異業種の国内ビジネス来場者に向けたアニメ活用ビジネスの基礎
を学べる講座を行います。 ※ビジネス来場登録者限定
Intro courses to the domestic anime-collab business are
held for attendees from other industries.
*For business attendees only.

Anime Collaboration 10 Selections
アニメと異業種による魅力あるコラボレーションの実績を紹介し、
新たなアニメビジネスの可能性や道標を示す展示企画です。

❿セミナーステージ Seminar Stage
著名クリエイターから学ぶ「クリエイター体験講座」や、ビジネスに
有益な「ビジネスセミナー」等を展開するステージです。

By introducing cross-industrial collaboration of anime, it
seeks to further enrich the future of anime business.

This stage presents professionals teaching "Creator
Workshops," beneﬁcial "Business Seminars," and more.

❼「アニメ化してほしいマンガ」展

⓫ROAD TO アニメ業界コーナー

"Manga we want to see animated"Library
「アニメイト」スタッフが厳選した「アニメ化してほしいマンガ」を
展示し、試し読みだけでなく購入もできるコーナーです。
Selected by professional animate staﬀ, "the most desirable
manga for anime" are available to read and purchase.

⓬ビジネスエリア Business Area
アニメ関連企業が多数出展し、アニメビジネスに関する商談と情報
収集を目的としたエリアです。 ※入場は登録制です。
This area is for business meetings and info-gathering with
anime-related companies.
*Registration is required for admission.

ROAD TO ANIME INDUSTRY CORNER
アニメ専門学校による実際のアニメの仕事が体験できる「アニメ制
作体験ブース」で、アニメ業界への第一歩を実感できます。
"Anime Production Workshop Booths" will showcase anime
jobs and let you take your ﬁrst step into the industry.

⓮ファミリーアニメフェスタ2017
Family Anime Festa 2017
アニメが大好きな子ども達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.
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メインエリア フロアマップ〈東1‑3〉

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

中央通路
出展ブース INDEX
A1 … アニプレックス ………………………………………08
A2 … Fate/Grand Order …………………………………11
A3 … 博報堂DYミュージック&ピクチャーズ……………26
A4 … KADOKAWA ………………………………………17
A5 … ANIPLEX OFFICIAL SHOP ………………………14
A6 … プレミコ ………………………………………………12
A7 … SACRA MUSIC ……………………………………21
A8 … マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 …12
A9 … bilibili …………………………………………………27
A10… ufotable ………………………………………………30
A11… 松竹 ……………………………………………………22
A12… 株式会社壽屋（コトブキヤ）…………………………20
A13… 富士山の裾野 STUDIO O&K …………………27
A14… 横忠 つなごまい ……………………………………30
A15… ココラボ（cocollabo）………………………………20
A16… ラジオ大阪Vステショップ …………………………30
A17… Project Luck & Logic ……………………………28
A18… つくり …………………………………………………24
A19… フロンティアワークス ………………………………28
A20… マリン・エンタテインメント ………………………29
A21… アニメイト ……………………………………………14
A22… うたの☆プリンスさまっ♪Shining Live …………16
A23… キャラモード …………………………………………18
A24… うたの☆プリンスさまっ♪ …………………………16
A25… ブロッコリー …………………………………………28
A26… 株式会社トムス・エンタテインメント ……………25
A27… パディントン２ ………………………………………11
A28… 秩父アニメツーリズム実行委員会 …………………24
A29… 女子プロレス団体Marvelous………………………22
A30… JIN+ …………………………………………………22
A31… シャフト ………………………………………………22
A32… タマ&フレンズ 〜うちのタマ知りませんか?〜 …24
A33… 一般社団法人アニメツーリズム協会 ………………15
A34… エンターグラム ………………………………………17
A35… 花梨エンターテイメント／花梨シャノアールオメガ …17
A36… タツノコプロ …………………………………………23
A37… O'TEC SHOP ………………………………………17

04

A38… アニメシアターX（AT-X） …………………………14
A39… BSフジ ………………………………………………27
A40… フライングドッグ ……………………………………28
A41… 喧嘩番長 乙女‑Girl Beats Boys‑ ………………19
A42… 株式会社サテライト …………………………………21
A43… Gift ……………………………………………………18
A44… アニメディアショップ ………………………………15
A45… 小学館 …………………………………………………22
A46… KLabGames ………………………………………19
A47… 株式会社グルーヴ ……………………………………19
A48… 講談社キャラクターグッズマーケット きゃらぐま …19
A49… ポニーキャニオン ……………………………………29
A50… TOKYO MX …………………………………………25
A51… スタンドマイヒーローズブース ……………………23
A52… 白糸酒造株式会社 ……………………………………22
A53… 舞台めぐり ……………………………………………28
A54… 京まふ（京都国際マンガ･アニメフェア） …………18
A55… グラフィニカ …………………………………………19
A56… アミューズキャラクター ……………………………15
A57… 宮城・仙台アニメーショングランプリ ……………30
A58…（仮）バーチャルアイドルプロジェクト
〜NTTドコモ×ミグ文化×中国移動 presents〜……17
A59… A応P …………………………………………………16
A60… キミコエ・プロジェクト ……………………………18
A61… SUNNY SIDE UP …………………………………21
A62… 絵梦株式会社 …………………………………………08
A63…（株）MIC ………………………………………………30
A64… 文化放送A&G ………………………………………28
A65… PikattoAnime/ピカットアニメ……………………27
A66… 谷川商事 ………………………………………………24
A67… 中外鉱業 ………………………………………………10
A68… 1月と7月 ……………………………………………15
A69… ティー・ゾーン ………………………………………24
A70… 株式会社ぴえろ ………………………………………27
A71… エムズファクトリー …………………………………17
A72… 進撃の巨人 ……………………………………………09

Exibitor List
… Aniplex ………………………………………………08
… Fate/Grand Order …………………………………11
… Hakuhodo DY music & pictures Inc. …………26
… KADOKAWA CORPORATION …………………17
… ANIPLEX OFFICIAL SHOP ………………………14
… PREMICO ……………………………………………12
… SACRA MUSIC ……………………………………21
… PUELLA MAGI MADOKA MAGICA SIDE STORY
[MAGIA RECORD]……………………………………12
A9 … bilibili …………………………………………………27
A10… ufotable ………………………………………………30
A11… SHOCHIKU …………………………………………22
A12… KOTOBUKIYA………………………………………20
A13… STUDIO O&K ………………………………………27
A14… yokochu co.,ltd ……………………………………30
A15… cocollabo ……………………………………………20
A16… OBC V-Station SHOP ……………………………30
A17… Project Luck & Logic ……………………………28
A18… Tukuri ………………………………………………24
A19… Frontier Works Inc. ………………………………28
A20… MARINE ENTERTAINMENT ……………………29
A21… animate ………………………………………………14
A22… Uta no Prince-sama♪ Shining Live …………16
A23… CHARAMODE ………………………………………18
A24… Uta no Prince-sama ………………………………16
A25… BROCCOLI …………………………………………28
A26… TMS ENTERTAINMENT CO., LTD. ……………25
A27… PADDINGTON 2 …………………………………11
A28… Anime Tourism in CHICHIBU …………………24
A29… woman's pro-wrestling marvelous ……………22
A30… jinplus ………………………………………………22
A31… SHAFT ………………………………………………22
A32… Tama & Friends ……………………………………24
A33… Anime Tourism Association ……………………15
A34… ENTERGRAM ………………………………………17
A35… KarinEntertainment/KarinChatnoirOMEGA …17
A36… Tatsunoko Production …………………………23
A37… O'TEC SHOP ………………………………………17
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

A38… AT-X …………………………………………………14
A39… BSFUJI ………………………………………………27
A40… FlyingDog ……………………………………………28
A41… Kenka Bancho Otome -Girl Beats Boys- ……19
A42… SATELIGHT Inc. ……………………………………21
A43… Gift ……………………………………………………18
A44… AnimediaShop ……………………………………15
A45… SHOGAKUKAN ……………………………………22
A46… KLabGames ………………………………………19
A47… Groove Inc. …………………………………………19
A48… KODANSHA CHARACTER GOODS MARKET CHARAGMA …19
A49… PONY CANYON……………………………………29
A50… TOKYO MX …………………………………………25
A51… Stand My Heroes …………………………………23
A52… Shiraito Shuzo Co., Ltd. …………………………22
A53… Butaimeguri …………………………………………28
A54… KYOMAF (KYOTO INTERNATIONAL MANGA ANIME FAIR)…18
A55… Graphinica, Inc. ……………………………………19
A56… amuse character …………………………………15
A57… Miyagi / Sendai Animation Grand Prix ………30
A58… Virtual idol project(tentative)
〜NTT DOCOMO×MIGU×China Mobile presents〜 …17
A59… AOP …………………………………………………16
A60… Kimikoe Project …………………………………18
A61… SUNNY SIDE UP …………………………………21
A62… EMON CO.,LTD. ……………………………………08
A63… MIC Co., ltd. …………………………………………30
A64… Nippon Cultural Broadcasting Inc.
Anime&Game Contents Dep. …………………28
A65… PikattoAnime ………………………………………27
A66… TANIKAWA CO.,LTD ……………………………24
A67… CHUGAI MINING …………………………………10
A68… January & July ……………………………………15
A69… T-ZON ………………………………………………24
A70… Pierrot Co.,Ltd. ……………………………………27
A71… MS factory …………………………………………17
A72… ATTACK ON TITAN ………………………………09
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メインエリア フロアマップ〈東4‑6〉

中央通路

※左のフロアマップは右上の全体MAPとは上下を逆転して掲載しています。

出展ブース INDEX
J1 … ytv ……………………………………………………31
J2 … KING BLADE ………………………………………19
J4 … 株式会社coly …………………………………………20
J5 … コスパ …………………………………………………20
J6 … BS11 …………………………………………………26
J7 … 牙狼<GARO> ………………………………………18
J8 … シーサイド・コミュニケーションズ ………………21
J9 … プラルト アニメストア………………………………13
J10… MARS 16 ……………………………………………29
J11… TOYPLA ……………………………………………24
J12… sprite/fairys…………………………………………23
J13… ノイタミナショップ …………………………………26
J14… アトリエアクア ………………………………………14
J15… SQUARE ENIX………………………………………23
J16… 工房しゅえっと ………………………………………20
J17… インフィニット ………………………………………16
J18… アトリエ・マギ ………………………………………14
J19… GATE …………………………………………………19
J20… コミックス・ウェーブ・フィルム……………………20
J21… 株式会社ルービーズ・ジャパン ……………………30
J22… アニメ連合会（JKめし!/美少女遊戯ユニットクレーンゲール
ギャラクシー/謎解きアニメナゾトキネ/泉極志/ラブ米）
…15
J23… 株式会社ローソン ……………………………………31
J24… タカラトミーブース …………………………………23
J25… ADK / NAS …………………………………………13
J26… GONZO ………………………………………………20
J27… NetEase「陰陽師」 …………………………………10
J28… HARUKAZE …………………………………………26
J29… カーテン魂 ……………………………………………17
J30… 一二三書房 ……………………………………………27
J31… アニマックスブロードキャスト・ジャパン ………14
J32… きゃらON！女子部 …………………………………18
J33… きゃらON！……………………………………………18
J34… GENCO ………………………………………………21
J35… 神田祭 …………………………………………………18
J36… グッドスマイルカンパニー …………………………19
J37… 宝塚大学 東京メディア芸術学部……………………23
J38… ニトロプラス …………………………………………25
J39… 城西国際大学 メディア学部 ………………………22
J40… 専門学校東京ネットウエイブ ………………………23
J41… 日本テレビ ……………………………………………26
J42… インターナショナル・メディア学院 声優アフレコ体験 …15
J43… 日本工学院・東京工科大学 …………………………25

06

The Main Area: Floor Map〈East hall 4-6〉

J44… 文京学院大学 …………………………………………29
J45… A3 MARKET…………………………………………16
J46… 株式会社 ボンズ ……………………………………29
J47… トライデントワークス ………………………………25
J48…【痛傘】シーズナルプランツ …………………………15
J49… 一般社団法人日本動画協会 …………………………26
J50… あにめたまご2017 …………………………………14
J51… 東映ビデオ ……………………………………………25
J52… 東映アニメーション …………………………………25
J53… オルタナティブガールズ ……………………………17
J54… SUGOI JAPAN Award2017 ……………………23
J55… フリュー株式会社 ……………………………………28
J56… 有妖気アニメ …………………………………………30
J57… 漫聯ホールディングス ………………………………30
J58… ヒサゴ …………………………………………………27
J59… ワーナー ブラザース ジャパン ……………………31
J60… アクアマリン …………………………………………14
J61… 小学館集英社プロダクション ………………………22
J62… エイこれット …………………………………………16
J63… NBCユニバーサル・エンターテイメント …………13
J64… ご注文はうさぎですか??……………………………20
J65… GooGooDept. ………………………………………13
J66… THEキャラ……………………………………………21
J67… 有限会社アニメワールドスター ……………………15
J68… インターネットラジオステーション<音泉> ……16
J69… 彩ing …………………………………………………21
J70… J-アニソン神曲祭り / DJ和 ………………………21
J71… 株式会社ルミカ ………………………………………31
J72… DEZAEGG.COM ……………………………………24
J73… バンプレスト …………………………………………26
J74… テレビ東京 ……………………………………………24
J75… マーベラス ……………………………………………29
J76… 魔法師開発研究所 ……………………………………29
J77… Cygames ……………………………………………09
J78… ブシロード ……………………………………………27
J79… エイベックス・ピクチャーズ ………………………16
J80… 魔法使いの嫁 …………………………………………29
J81… Production I.G ……………………………………28
J82… TOHO animation …………………………………25
J83… バンダイナムコ 映像音楽グループ ………………26
J84… ニジゲンノモリ
J85… JOC・JPC公式ライセンス商品
キャラクターデザインシリーズ

Exibitor List
J1 … ytv ……………………………………………………31
J2 … KING BLADE ………………………………………19
J4 … coly, Inc ……………………………………………20
J5 … COSPA ………………………………………………20
J6 … BS11 …………………………………………………26
J7 … GARO…………………………………………………18
J8 … Sea Side Communications ………………………21
J9 … PRART Anime Store ……………………………13
J10… MARS SIXTEEN ……………………………………29
J11… TOYPLA ……………………………………………24
J12… sprite/fairys…………………………………………23
J13… noitaminashop ……………………………………26
J14… Atelieraqua ………………………………………14
J15… SQUARE ENIX ……………………………………23
J16… atelier chouette ……………………………………20
J17… inﬁnite ………………………………………………16
J18… Atelier Magi …………………………………………14
J19… GATE …………………………………………………19
J20… CoMix Wave Films Inc. …………………………20
J21… RUBIE'S JAPAN LTD. ……………………………30
J22… Anime association(JKmeshi!/CutyAmusementIdolCrane
GaleGalaxy/Nazotokine/Sen-goku-shi/LoveKome) ………15
J23… Lawson, Inc. ………………………………………31
J24… TAKARATOMY Booth ……………………………23
J25… ADK / NAS …………………………………………13
J26… GONZO ………………………………………………20
J27… NetEase Onmyoji …………………………………10
J28… HARUKAZE …………………………………………26
J29… curtain-damashii …………………………………17
J30… Hifumi Shobo ………………………………………27
J31… Animax Broadcast Japan Inc. …………………14
J32… Charaon!Joshi-bu …………………………………18
J33… Charaon! ……………………………………………18
J34… GENCO ………………………………………………21
J35… KandaMatsuri ………………………………………18
J36… Good Smile Company ……………………………19
J37… Takarazuka University School of Media Art in Tokyo…23
J38… Nitroplus ……………………………………………25
J39… Josai International University Media Faculty …22
J40… Tokyo Net Wave Professional Training College…23
J41… Nippon Television …………………………………26
J42… International Academy of Media Voice Actor Trial Postrecording …15
J43… NIHON KOGAKUIN COLLEGE TOKYO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY…25

J44… Bunkyo Gakuin University ……………………29
J45… A3 MARKET…………………………………………16
J46… BONES INC. …………………………………………29
J47… Tridentworks ………………………………………25
J48… [ITAGASA]seasonal plants ……………………15
J49… The Association of Japanese Animation ……26
J50… AnimeTamago2017 ………………………………14
J51… Toei Video Co.,LTD. ………………………………25
J52… TOEI ANIMATION CO., LTD. ……………………25
J53… Alternative Girls …………………………………17
J54… SUGOI JAPAN Award2017 ……………………23
J55… FURYU Corporation ………………………………28
J56… U17 Animation ……………………………………30
J57… aniany group ………………………………………30
J58… HISAGO ………………………………………………27
J59… Warner Bros. Japan LLC ………………………31
J60… Aquamarine Co., Ltd ……………………………14
J61… Shogakukan-Shueisha Productions …………22
J62… eikoretto ……………………………………………16
J63… NBCUniversal Entertainment …………………13
J64… Is the order a rabbit?? …………………………20
J65… GooGooDept. ………………………………………13
J66… THE chara …………………………………………21
J67… Anime World Star Co.,Ltd. ………………………15
J68… Internet radio station onsen ……………………16
J69… saing …………………………………………………21
J70… J-Anisong Kamikyoku Matsuri / DJ Kazu …21
J71… LUMICA CORPORATION ………………………31
J72… DEZAEGG.COM ……………………………………24
J73… BANPRESTO ………………………………………26
J74… TV TOKYO Corpration …………………………24
J75… Marvelous Inc. ……………………………………29
J76… Laboratory of magical technology ……………29
J77… Cygames ……………………………………………09
J78… Bushiroad Inc.………………………………………27
J79… avex pictures ………………………………………16
J80… The Ancient Magus' Bride ………………………29
J81… Production I.G ……………………………………28
J82… TOHO animation …………………………………25
J83… BANDAI NAMCO Video Music Group ………26
J84… Nijigennomori
J85… OC-JPC OFFICIAL LICENSED PRODUCT
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EXHIBITION

東２

J
77

アニプレックス
Aniplex

アニメ、映画、音楽、舞台、グ
ッズ、ゲーム等、様々な形で
コンテンツを体感！「アニプ
レックス」の楽しみ方をお伝
えします！

EVENT

進撃の巨人

ビジネス

ビジネス

EMON CO.,LTD.

Ⓒ Cygames/MAPPA/神撃のバハムート VIRGIN SOUL

EXHIBITION

東３

ATTACK ON TITAN

絵梦の最新アニメ作品をお見逃しなく！

ガーディアン

Emon is having displays of "To Be Hero",
"Cheating Craft", "Reikenzan 2", and "Spiritpact".
Upcoming 2017 series like "The Silver Guardian",
"Four Youth", and "To Be Hero2" will be
presented. Free items will also be distributed♪
Come see us at our booth!
ⒸHAOLINERS

08

ⒸTENCENT

インパクト大!! 等身大エレン巨人が会場に出現！ TVアニメ『進
撃の巨人』Season 2の放送を記念してブースを出展！ コスプレ
イヤーや巨人くん等も登場!? ぜひカメラを片手にお越しくださ
い！
Massive impact! A life size Titan-Eren statue is coming to the
venue! We are running a booth in celebration of TV anime
Attack on Titan Season 2! Cosplayer and Titan are showing
up as well!? Please come to the booth with a camera!
Ⓒ)諫山創・講談社／「進撃の巨人」製作委員会

09

ファミリーアニメフェスタ

ファミリーアニメフェスタ

TVアニメ『進撃の巨人』Season 2、
2017年4月1日より放送開始！

『To Be Hero』
『チーティングクラフト』
『霊剣山 叡智へ
の資格』
『スピリットパクト』
等の絵梦作品を展示。さらに、
『銀の墓守り』
『四式青春』
『To Be Hero・2期』等、2017
年以降の最新アニメ作品情報もお届けします。また、可愛
いグッズを無料配布♪ ぜひお立ち寄りください！

クリエイション

クリエイション

Ⓒ アニメ「グランブルーファンタジー」製作委員会

A
72

絵梦株式会社

Cygames

Cygames presents Rage of Bahamut: Virgin
Soul, which airs in April, Granblue Fantasy: The
Animation, Umamusume: Pretty Dirby, Princess
Connect! Re: Dive and more in a special talk
show, screening, and live voice actor
performance!

ⒸKK/S・B・M ⒸT/K/EMP ⒸN/K・A・S ⒸS/STDBA Ⓒ GBFTAC ⒸMY/SQEX,S ⒸYT/SQEX,PA ⒸT・U・F
ⒸTS/KC AMW/MM ⒸM,M,KF/PS♭ ⒸC,H/MAC ⒸHWM ⒸRK/KC AMW/SM ⒸP・K/D ⒸY，H／NYP ⒸAIS/MSSD
ⒸBANYARO P ⒸM/TBP ⒸTM/M,A,N,S ⒸTM/FGOP ⒸMQ/ANX・MRP ⒸVA/K/R ⒸK,K/A ⒸT.A.,K.G,T
ⒸYH・TM/FAPC Ⓒ2017 R.H./S,A ⒸB/PSM ⒸGBFTAC ⒸN・D/KTRP

A
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Cygames

Cygamesブースでは、4月より放送開始となる
『 神 撃 の バ ハ ム ー ト VIRGIN SOUL』
『GRAN
BLUE FANTASY The Animation』はもちろん
『ウマ娘 プリティーダービー』
『プリンセスコネク
ト！Re:Dive』等のスペシャルステージをお届け！

Anime, movie, music, goods,
and games, you can
experience all of the various
content we oﬀer!
We will introduce you to the
joy that is Aniplex!

EXHIBITION

EVENT

放送直前の2作品＆
新プロジェクトのイベントを
お見逃しなく！

アニプレックスが送り出すコンテンツの楽しみ方をお伝えします！

東３

STAGE

メイン／ブース

メイン／ブース

A
1

EXHIBITION

東５

SELLING

東３

A
27

中外鉱業
CHUGAI MINING

人気アニメやゲームの
限定商品や新商品が目白押し！

EVENT

パディントン２

メイン／ブース

メイン／ブース

A
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EXHIBITION

東２

PADDINGTON 2

あのクマが帰ってくる！

We will provide our event limited and new items of YuGi-Oh,Blood Blockade Battlefront, YURI!!! On Ice,
Osomatsusan and other popular animations. Check our
Twitter and Website for more details! http://twitter.com/
chugaionline http://www.chugai-contents.jp
Ⓒ高橋和希 スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・NAS
Ⓒ2015 内藤泰弘／集英社・血界戦線製作委員会 Ⓒ緑川ゆき・白泉社／「夏目友人帳」製作委員会
Ⓒはせつ町民会／ユーリ!!! on ICE 製作委員会 ⒸUTA☆PRI-LS PROJECT
ⒸRejet/MARGINAL#4 FC ⒸIDEA FACTORY/DESIGN FACTORY ⒸIDEA FACTORY
Ⓒ GCREST, Inc. All rights reserved. ⒸQualiArts, Inc. Ⓒ赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会
Ⓒ 2017 暁なつめ・三嶋くろね／KADOKAWA／このすば2製作委員会

東５

STAGE

EVENT

NetEase Onmyoji

NetEase和風大作
美しいファンタジーの
世界に旅立つ

EXHIBITION

東２

SELLING

Fate/Grand Order
Fate/Grand Order

AnimeJapan史上最大の出展面積にて
『Fate/Grand Order』ブースが登場

NetEase's Japanese-style mobile game "Onmyoji",
two hundred million-downloads across the world, is
coming to the ﬁrst exhibition in Japan! About 100
types of Shikigami awaiting you will grow together
with you. Now, let us explore the world of beauty
and wicked Heian!

ⒸNetEase Inc.

マシュ・キリエライトの盾やレオナルド・ダ・ヴィンチの杖等、
サーヴァントの宝具の実物大展示に加え、初公開となる造形
展示物や新規コンテンツをひっさげて『Fate/Grand Order』
ブースがAnimeJapanに登場。AJ史上最大の出展面積の当
ブースで、
『FGO』の世界を存分にお楽しみください。
Shield of Mash Kyrielight, Staﬀ of Leonardo Da Vinci, these
items of the Servants will appear in life size. Some artifacts
are displayed for the first time as well, along with other
new content. Fate/Grand Order booth is now in
AnimeJapan. The largest booth size in history will let you
explore and enjoy the world of FGO.

ⒸTYPE-MOON / FGO PROJECT

11

ファミリーアニメフェスタ

ファミリーアニメフェスタ

全世界で2億ダウンロードを突破した、NetEase和
風大作モバイルゲーム『陰陽師』が日本に初出展！ あ
なたを美しい世界に導く、革新的なゲームコンテン
ツをお届けします。あなたを待っている、約100種
類の式神は、あなたと一緒にどんどん進化していき
ます。いざ、美と妖の平安世界へ！

10

Ⓒ2016 STUDIOCANAL S.A.S. All Rights Reserved.

A
2

NetEase「陰陽師」

He is a wild bear but he is a real English gentleman!
Attracting the entire Japan with his fluffiness,
Paddington makes the first appearance in
AnimeJapan! The booth will present the upcoming
2018 show Paddington 2 , and 2017 summer
animation Ballerina will be introduced! Looking
for the latest movie information? Then see you in
the booth!

ビジネス

ビジネス

J
27

EXHIBITION

見た目は野性のクマなのに、中身は英国紳士！ その
ギャップともふもふの姿で日本中を虜にした『パディ
ントン』が、AnimeJapanに初登場！ ブースでは、
2018年公開予定の『パディントン２』他、2017年夏
公開予定の新作アニメーション『Ballerina』
（原題）
を紹介します！ 最新映画情報をお求めのあなた！
ぜひお立ち寄りください！

クリエイション

クリエイション

「遊☆戯☆王」TVシリーズ、
『血界戦線』
『ユーリ!!! on ICE』
『おそ松さん』その他人気作品のイベント限定商品や新商
品を販売！ 最新情報はツイッター（@chugaionline）、公
式通販サイトをチェック！

EXHIBITION

東２

J
25

プレミコ
PREMICO

あの人気アニメと
日本の伝統工芸が夢のコラボ！
他では手に入らない限定アイテムが集結！

EXHIBITION EVENT

東４

東５

J
63

ADK / NAS
ADK / NAS

ADK/NASの最新アニメ作品情報を
お見逃しなく！

EXHIBITION STAGE

EVENT

NBCユニバーサル・
エンターテイメント

メイン／ブース

メイン／ブース

A
6

SELLING

NBCUniversal Entertainment

NBCユニバーサルの全てがここにある！

『刀剣乱舞』
！『進撃の巨人』
！ ……人気ア
ニメの公式記念アイテムでおなじみの「プ
レ ミ コ 」が つ い に 参 戦！ テ ー マ は「 匠
JAPAN」
。江戸切子をはじめとする伝統
工芸とコラボした、かつてない本格神アイ
テムをGETするチャンス！ プレミコブー
スでお待ちしています！
たくみ

『遊☆戯☆王』
『夏目友人帳 陸』をはじめ、2017年の最新ア
ニメ作品情報をお届けします！
"Yu-Gi-Oh!", "Natsume Yujin-Cho 6", and more... We will
present you with the latest news of 2017 upcoming
series!

更になる場合
があります。

「江戸切子」

Ⓒ2015 Universal Studios. All Rights Reserved.

A マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
8 PUELLA MAGI MADOKA MAGICA SIDE STORY［MAGIA RECORD］

J
65

ビジネス

スマートフォンゲーム『マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝』が
ついに動き出す！

The legendary magical girls set out on a new story…
Smart phone game "Puella Magi Madoka Magica Side
Story: Magia Record"'s new information will be
announced!
Game info, novelties, and others are going to be
prepared as well. We will be waiting for your visit!
ⒸMagica Quartet/Aniplex・Magia Record Partners

GooGooDept.
GooGooDept.

貼ってはがせる布製ステッカー
「きゃらぺた」
でおなじみのGooGooDept.です

たにはらなつき先生描き下ろしイラストを使用した『ミル
キィホームズ』グッズをはじめ、
『クズの本懐』
『ご注文はう
さぎですか??』
『ガヴリールドロップアウト』
『亜人ちゃん
は語りたい』等々、新作アニメグッズ多数ございます！ 大
セールも開催中!! ぜひお立ち寄りください♪
Including Milky Holmes goods with Natsuki Tanihara s
original illustration, a number of new anime s items for
sale! Scum s Wish , Is the Order a Rabbit?? , Gabriel
DropOut , Interviews with Monster Girls and more!
Massive sale in session!!

東５

J
9

SELLING EVENT

プラルト アニメストア
PRART Anime Store

限定＆AnimeJapan先行発売★いたします。
フィルター・インク オフィシャル通販
「プラルト アニメストア」初出店★

ファミリーアニメフェスタ

ファミリーアニメフェスタ

「記されたのは、魔法少女達の新たな物語。」 スマートフ
ォンゲーム『マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外
伝』の最新情報をお届け！ ゲーム最新情報やノベルティ等
をご用意して皆様のご来場をお待ちしております！

SELLING

ビジネス

東６

12

NBC Universal is hosting stage shows and trailer release
for ongoing Urara Meirocho , as well as April upcoming
Star-Myu , Clockwork Planet , Sin: The 7 Deadly Sins ,
and Atom: The Beginning ! We look forward to your visit!

Ⓒ諫山創・講談社／「進撃の巨人」製作委員会 Ⓒ2015-2017 DMM GAMES/Nitroplus

EXHIBITION

東２

NBCユニバーサルです。好評放送中！ の『うらら迷路帖』
や、4月より放送の『スタミュ』
『クロックワーク・プラネッ
ト』
『sin 七つの大罪』
『アトム ザ・ビギニング』といった新
作アニメをステージイベントや新作映像上映等で展開中！
ぜひお越しください！

クリエイション

クリエイション

Touken Ranbu! Attack on Titan! Official
「浅草文庫革スマホケース」
anime goods maker Premico is finally
here! Our topic is Takumi (craftsmanship)
Japan . This is your ﬁrst and only chance
to get the ﬁnest items collaborating with
traditional Japanese crafts. We are ※監修中のため
デザインが変
looking forward to your visit!

★プラルト アニメストアがリアル店舗で初出店
★当店人気アニメの限定＆AnimeJapan先行発売!!
★ぜひお立ち寄りください
PRART Anime Store is coming out of online!
Popular items in AnimeJapan for pre-sales!
We look forward to seeing you.

13

SELLING

東５

J
14

アクアマリン
Aquamarine Co., Ltd

ワクワク！ ドキドキ！ アクアマリン！

Atelieraqua

『アニメ』×『京都の伝統工芸』グッズ等を販売!!

アクアマリンブースでは様々なキャ
ラクターグッズを販売中！ どうぞお
立ち寄りください!!
Aquamarine booth is selling various
character items! We are looking
forward to seeing you!!

SELLING

東６

"Hozuki's Coolheadedness: Shuin book" and more. Offering
"Anime" × "Kyoto Tradition" goods!! Twitter and website for more
detail.

A
5

アトリエ・マギ
Atelier Magi

盛りだくさんのグッズで、ご来場をお待ちしています

EXHIBITION SELLING

ANIPLEX OFFICIAL SHOP
ANIPLEX OFFICIAL SHOP

描き下ろしイラスト使用グッズ等を限定販売！

「アトリエ・マギ」の最新情報はツイ
ッターでご確認ください。
ツイッター（@PR̲Magi）
Check out twitter for our latest
information.
Twitter https://twitter.com/pr̲magi

Anime Tourism Association

アニメ聖地88ヶ所の候補地を発表！

『鬼灯の冷徹 御朱印帳』
他、
『 アニメ』×『京都の伝
統工芸』グッズ販売!! 詳し
くはTwitter・公式サイト
等にてご確認ください。

東２

一般社団法人
アニメツーリズム協会

Anime spots from votes around the world will be announced.
We will hold anime-tour experiences, and paper plaque gift TBA.

J
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EXHIBITION SELLING EVENT

アニメ連合会
（JKめし!/美少女遊戯ユニット クレーンゲールギャラ
クシー/謎解きTVアニメ ナゾトキネ/泉極志/ラブ米）

Anime association（JKmeshi!/CutyAmusementIdolCraneGaleGalaxy/Nazotokine/Sen-goku-shi/LoveKome）

声優に会いに来たならアニメ連合会ブースへGO！

ANIPLEXブースで展示している作
品の描き下ろしイラストグッズや限
定劇場前売券等を販売予定です！
ぜひお越しください！

『JKめし!』
『クレーンゲールギャラ
クシー』
『ナゾトキネ』
『泉極志』
『ラ
ブ米』の声優、アーティストイベント
やサイン特典会を実施！

Please pay us a visit to enjoy
shopping them including exclusive
movie tickets!

Cast/singer's event & autograph
session for "JK-Meshi!", "Crane Gale
Galaxy , "Nazotokine", "Sengokushi",
and "Love Rice".
Ⓒ｢JKめし!｣製作委員会 Ⓒ銀河防衛隊 Ⓒ福士直也/天狗工房・ナゾーン帝国 Ⓒ腹八分目製作委員会 Ⓒ福士直也

EXHIBITION

東５

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

アニメ専門チャンネル「アニマックス」

A
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A
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アニメイト
animate

2.5次元ジャンルグッズを多数ラインナップ！

SELLING

東２

2.5次元ジャンルグッズ展開に特化
した「アニメイトAKIBAガールズス
テーション」ブースです！ グッズの
販売・各種展示を行います。

We are waiting for you at the venue
with special contents that will let
you get to know the new Animax
original programs.

We are Animate AKIBA Girls Station
featuring 2.5 dimensional goods! Item
sales and displays are ready.

AnimediaShop

アニメディア、メガミマガジン、オトメディア、声優アニメディア
がプロデュースするこだわりのオリジナルグッズを販売！
Anime, seiyu, game… Original goods produced by Animedia,
Megami Magazine, Otomedia, and Seiyu Animedia, will be on sale!

SELLING

東６

J
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有限会社アニメワールドスター
Anime World Star Co.,Ltd.

松本零士関連作品等、人気キャラクターグッズの販売
『銀河鉄道999』等松本零士に関連し
た商品、各種人気作品のキャラクタ
ー商品やセル画・アニメ原画を販売。
Selling post production cels, sketches.
A popular character goods and
related goods of Leiji Matsumoto are
also coming.
Ⓒ2006 Leiji matsumoto / COMMON WEALTH ENTERTAINMENT&Co.

SELLING

東６

J
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アミューズキャラクター
amuse character

日本のカワイイ「アミュキャラ」を世界に発信

アニマックスのオリジナル番組をご
紹介。番組をより楽しむためのスペ
シャルな企画を実施します。ぜひ、
お立ち寄りください。

アニメディアショップ

【痛傘】シーズナルプランツ
［ITAGASA］seasonal plants

『文豪ストレイドッグス』の新作グッズ登場♪

日本だけでなく、世界で人気の「アミ
ュキャラ」ぬいぐるみを販売いたし
ます。ぜひお立ち寄りくださいませ。

痛傘や撥水加工されたアニメグッズ
や話題のアニメグッズを販売いたし
ます。

We sell popular 'Amu kyara' stuﬀed
animals in the world! Please come to
the store.

Themed-umbrellas, water-repellent
anime goods, and many other
popular anime goods will be on
display & sale!

ビジネス

ビジネス

J
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EXHIBITION SELLING

東３

A
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アニメ・声優グッズをプロデュース！

全世界のファン投票をベー
スに選定する
「アニメ聖地」
の候補を一挙発表。アニメ
聖地体験イベントの実施
や、会場限定特製絵馬も配
布予定。

東４

SELLING

東３

クリエイション

クリエイション

J
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A
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アトリエアクア

EXHIBITION

東２

メイン／ブース

メイン／ブース

J
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EXHIBITION SELLING

東５

ⒸAMUSE

A
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EXHIBITION SELLING EVENT

アニメシアターX（AT‑X）
AT‑X

AT‑Xならではのサービスを体感・体験！

EXHIBITION

東６

J
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あにめたまご2017
AnimeTamago2017

「あにめたまご2017」展

AT‑Xブースでは、話題の新作&人気
アニメ、声優バラエティ番組の情報
はもちろん、AT‑Xの魅力を体感・体
験していただけます!
AT-X booth, a quality anime-only
channel, will present you with popular
April new series, popular anime, and
the information of many other
contents!

14

Introduction to "Anime Tamago 2017", the project to educate
young animators. Key animations, storyboards, and many rare
materials will be displayed.
あにめたまご2017

A
68

1月と7月
January & July

DYNAMIC CHORD くじを先行販売！
文化庁若手アニメーター等人材
育成事業「あにめたまご2017」
。
事業の説明や絵コンテ、原画等
の貴重な資料を展示でご紹介し
ます。

Ⓒ文化庁

SELLING

東３

東６

SELLING EVENT

J
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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

アニメ『雨色ココア』の素材を使ってアフレコ体験！

こ ん に ち は。 今 回 は DYNAMIC
CHORDくじの先行販売を行います。
最新情報はツイッター（@1to7pd）
にて。

堀川りょうが学院長の声優養成所
「イ
ンターナショナル・メディア学院」の
ブースです！ アフレコ体験とグッズ
販売を実施！

Hello there. This time we are holding
pre-sale of DYNAMIC CHORD lottery.
Check our twitter @1to7pd for more
detail.

International Academy of Media, a
voice acting school by Ryo Horikawa!
Post-recording trials and merchandise
sales in session!
Ⓒチーム雨ココ3

15

ファミリーアニメフェスタ

ファミリーアニメフェスタ

東２

EXHIBITION SELLING

東６

J
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インターネットラジオステーション
<音泉>

J
17

Internet radio station onsen

アニメ、ゲーム、声優ラジオが無料で聴けるアプリ！

inﬁnite

インフィニットプロデュースの新作情報を一挙紹介！
インフィニットブースではこれから
お届けする最新作品をご紹介！ さら
に新作グッズ販売も！ ご来場の際
は、ぜひお立ち寄りください！

Download ＜Onsen＞ app and walk
around the AJ venue. You will be
able to capture limited voices of our
programs' casts.

The inﬁnite booth will have intro to
the upcoming series! New item are
for sale! We look forward to seeing
you!

EXHIBITION SELLING

Uta no Prince-sama

『うた☆プリ』人気グッズが盛りだくさん♪

EXHIBITION

東３

A
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うたの☆プリンスさまっ♪
Shining Live
Uta no Prince-sama♪ Shining Live

年内配信決定！ スマホアプリ「シャニライ」ブース

リズムゲームの試遊（※参加方法は公式サイトをご確認ください）
に加え、アイドル達と記念撮影ができるフォトスポットをご用意
しました！

The brand new goods of Uta no Prince-sama are coming at our
booth. For more details, please refer to the oﬃcial website.

Demo of rhythm game available to play (check our website for
how to join)! Photo-spot for group pics with idols are placed!

Ⓒ早乙女学園

Ⓒ早乙女学園

EXHIBITION SELLING STAGE

EVENT

アニメが大好きなガールズユニットA応Pがブース内ステージで
ライブやトークイベントを実施。
AOP, anime-loving girls group, will be on stage for a live concert
and talk session.
Ⓒ2017 AT-X,Inc.

We are looking forward to your visit
with tapestries, body-size pillow
covers, key chains, and many
various products.

Entergram booth is planning for sales
of anime/game goods as well as
game-related promotion.

A3 MARKET
A3 MARKET

あなたのパートナー、取り揃えています

EXHIBITION SELLING

O'TEC SHOP

EVENT

オルタナティブガールズ
Alternative Girls

VRゴーグルがもらえる体験会や限定グッズ販売も！

会場先行発売や限定商品等、直営店
ならではの品揃えでお待ちしており
ます。通販の人気商品も会場なら購
入可能。詳細はショップHPへ！

「VRゴーグル」を数量限定で無料プ
レゼント！ ここでしか買えないオリ
ジナルグッズもご用意していますの
でぜひお越しください！

Pre-sales, limited goods, we are
loaded with various items. Popular
online items available as well. More
details on our website!

We will be exhibiting our VR world
and hand out limired VR goggles for
free! Also limited edition goods will
be available for purchase.

eikoretto

EVENT

エイベックス・ピクチャーズ
avex pictures

エイベックス・ピクチャーズ最新情報
エイベックス・ピクチャーズブースで
はステージイベントの開催やグッズ販
売を行います。各最新情報を展開予定
です。

"A3 MARKET" is full of good-looking
boys & girls items. We are looking
forward to your visit.

Avex Pictures booth will host stage
shows and goods sales. The latest
news will be announced as well.

A
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（仮）バーチャルアイドルプロジェクト
〜NTTドコモ×ミグ文化×中国移動 presents〜
Virtual idol project（tentative）〜NTT DOCOMO×MIGU×China Mobile presents〜

以心伝心、心有霊犀 歌とダンスで想いは伝わる

アニメキャラクターのカーテン、の
れん、ベッドシーツ、抱き枕、タペス
トリー等を展示・販売！ 先行販売や
描き下ろし商品も多数ご用意！

日本と中国の共同制作による （仮）
バーチャルアイドルプロジェクト
の展示を行います。ぜひブースにお
越しください!!

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

"Virtual idol project (tentative)"
Exhibition. A Co-creation Project
between Japan and China. We look
forward to your visit!!

Ⓒ2017 株式会社key-th. All Rights Reserved.

東３

EXHIBITION EVENT

東２

A
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カーテン魂
curtain-damashii

世界中のお部屋に痛インテリアを！

Check out the oﬃcial Twitter on Eikoretto for news updates!!
https://twitter.com/eikoretto

EXHIBITION SELLING STAGE

EXHIBITION SELLING

東５

「エイこれット」の最新情報は公式ツイッターでチェック!!
ツイッター（@eikoretto）

J
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J
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O'TEC SHOP

アニメ・漫画・特撮ネット通販サイトがAJ初出店！

J
29

エイこれット

今 年 も「A3 MARKET」で は イ ケ メ
ンと美少女のグッズを取り揃えて参
加しております。ぜひブースまで遊
びに来てください。

Ⓒ2017A3 Co,.Ltd. All Rights Reserved.

A
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SELLING STAGE

東４

ⒸCyberAgent,Inc. ⒸQualiArts,Inc

人気アニメ・ゲーム作品の新商品を販売予定☆

東８

EXHIBITION SELLING

東２

EXHIBITION SELLING STAGE

Illustration by KEI

©NTT DOCOMO, INC. ⒸMIGU Co., Ltd.

EVENT

KADOKAWA
KADOKAWA CORPORATION

「新しい物語をつくろう。
」KADOKAWAです。

EXHIBITION SELLING EVENT

東２

A
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花梨エンターテイメント
花梨シャノアールオメガ
KarinEntertainment/KarinChatnoirOMEGA

注目度120%！ 新作グッズ＆特大発表をご用意！
新作乙女ゲーム発表！『英国探偵ミ
ステリア』等の新作グッズ！ もちろ
ん、シャノアールオメガからの先行
発売グッズもあります。

今年のブースは新作アニメ作品のキャストやスタッフ登壇のステ
ージを中心に展開します。お楽しみに!!
This year, we are hosting a stage event inviting casts & staﬀs
from our new anime. Don't miss it!

New Maiden game released!
New goods such as "Lady Mysteria"!
Of course, there are also pre-release
goods from Chatnoir OMEGA.
ⒸKarinEntertainment ⒸKarinChatnoirOMEGA

17

ファミリーアニメフェスタ

ファミリーアニメフェスタ

SELLING

東６

16

エンターグラムブースではアニメ・ゲ
ームのグッズ販売及びゲーム関連の
プロモーションを予定しております。

ビジネス

ビジネス

AOP

ENTERGRAM

ゲームやアニメのグッズ販売を予定しております！

タペストリー、抱き枕カバー、キーホ
ルダー等、多彩な商品をご用意して
お待ちしております。

ⒸKLabGames

東５

J
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A応P

アニメ大好きガールズユニットA応Pの魅力が満載

J
45

最新商品から特価商品まで取り揃えております。

エンターグラム

ⒸENTERGRAM

『うたの☆プリンスさまっ♪』ブースでは今年も新作グッズを販売
します！ ブースに関する詳細は公式サイトまで。

A
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MS factory

クリエイション

クリエイション

うたの☆プリンスさまっ♪

EXHIBITION SELLING

東２

A
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エムズファクトリー

ⒸInfinite

東３

東２

SELLING

東３

A
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インフィニット

<音 泉>ア プ リ をDLし て、Anime
Japanを歩きまわると番組パーソナ
リティの限定メッセージがゲットで
きます！

ⒸInternet Radio Station＜音泉＞

A
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EXHIBITION SELLING

メイン／ブース

メイン／ブース

東６

EXHIBITION SELLING EVENT

東５

J
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牙狼<GARO>
GARO

AnimeJapanに魔導馬「轟天」が降臨！

J
2

神田祭
KandaMatsuri

神田祭 とアニメのコラボレーション

今年は黄金騎士ガロの魔導馬「轟天」
を実寸大にて展示予定です！ その
他、グッズ販売も行う予定！
This year, we are displaying the life
size statue of "Gouten", a horse of
Golden Knight Garo! Arranging sales
as well!

2017年に開催される神田
祭とアニメーションのコラ
ボレーションブースです。
5月 か ら の 本 祭 に 先 駆 け
て、コラボ商品の先行販売
を行います。
This is a booth for the upcoming Kanda Matsuri in May 2017.
Prior to the festival, we will run a pre-sales of collab items!

SELLING

EXHIBITION SELLING STAGE

東３

Gift

新作グッズの物販を行います！

Kimikoe Project

映画『きみの声をとどけたい』最新情報を公開！

ぬいぐるみやグッズ等の新商品を販
売させていただく予定です！ 詳細は
決まり次第、Giftの公式サイトで告
知させていただきます！
Plush toys, goods, and new items are
now on sale! More details to be
updated on Gift website!

『ねんどろいど』
シリーズ等の発売前･予約開始前の最新フィギュア
を多数展示！ フィギュアやグッズ等の販売も予定しています。

Ruifan Japan Limited, which is well known of the creation of the
"King Blade" penlight.

A large selection of unreleased Nendoroids and other ﬁgures will
will be on display at the booth! We will also have figures and
goods on sale.

SELLING

東５

アニメグッズなら きゃらON!

The latest news about the original
movie "Kimi no Koe wo Todoketai,"
which stars Kimikoe audition
winners, will be released.

This business sector is focused on
designing and developing online
mobile games.

きゃらON!女子部
Charaon!Joshi-bu

今年もやって参りました！ キャラモードです！

J
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株式会社グルーヴ
Groove Inc.

EXHIBITION SELLING

東６

GATE
GATE

絶対!! グッズを買うなら綺麗なプリントで!!

We look forward to your visit with our
anime goods for female customers
and limited products.

東２

EXHIBITION SELLING

A
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京まふ
（京都国際マンガ･アニメフェア）
KYOMAF（KYOTO INTERNATIONAL MANGA ANIME FAIR）

西日本最大級のマンガ・アニメイベント

『Pullip/プーリップ』シリーズの最新のコラボレーション・ライン
ナップをぜひご覧ください！ 皆様のご来場をお待ちしております。

布へのプリントの限界に挑み続ける、グッズメーカーのGATEで
は、今年も話題のアニメや新作アニメグッズを販売いたします。

Please check out "Pullip"s latest collaboration lineups! We look
forward to your visit.

GATE, a producer who pushes the boundaries of printing
technology, will be selling popular and new anime items.

SELLING

東３

A
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喧嘩番長 乙女
‑Girl Beats Boys‑
Kenka Bancho Otome -Girl Beats Boys-

喧嘩番長 乙女‑Girl Beats Boys‑

話題の『劇場版ソードアート・オンラ
イン』
『Fate/Grand Order』等の新
商品をご用意してお待ちしておりま
す！

京都国際マンガ･アニメフェア（京ま
ふ ）は、今 年 も9月16・17日 に 京 都
で開催。ブースでは京都企業が開発
した商品を販売しています。

TVアニメ『喧嘩番長 乙女‑Girl
Beats Boys‑』の ブ ー ス で す。
アニメ最新情報や新作グッズ等
も販売いたします。

New items of popular anime including
"Sword Art Online the Movie", "Fate/
Grand Order" will be available!

Kyoto International Manga Anime Fair
is coming in Sep 16 & 17 in Kyoto.
We are selling items made by Kyotobased companies.

This is a booth for TV anime
"Kenka Bancho Otome -Girls
Beats Boys-". Anime's info and
item sales are available.

東３

EXHIBITION SELLING

A
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講談社キャラクターグッズマーケット
きゃらぐま
KODANSHA CHARACTER GOODS MARKET CHARAGMA

講談社直営ECサイトオープン！
人気作品の限定商品を、ブース内にて
展示いたします。皆様のお越しを心
よりお待ちしております。
"Kyaraguma" booth displays our
products including copies of key
anime. We look forward to your visit.

ⒸSpike Chunsoft Co., Ltd./獅子吼学園理事会 All Rights Reserved.
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ファミリーアニメフェスタ

ファミリーアニメフェスタ

キャラモード
CHARAMODE

A
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プーリップシリーズに新コラボレーション商品登場！

Ⓒazumaker Inc.

SELLING

EXHIBITION

東３

ⒸKLabGames

女性向けアニメのグッズ、限定商品
も用意してお待ちしております。

We are waiting for your visit with our
goods with original illustration.
Everything you want is here!

東３

AnimeJapan 2017で発表する新作の他にも、様々な作品の展示
を行います！
We are hosting a variety of displays as well as new series
announcement ﬁrst in AnimeJapan 2017!

女子部はじめました。

Ⓒazumaker Inc.

KLabGames

世界と自分をワクワクさせろ
スマートフォン向けアプリを中心に
モバイルオンラインゲームの企画、
開発。

SELLING

描き下ろし絵柄のアニメグッズを用
意してお待ちしております。欲しい
商品がここにはある！

KLabGames

ビジネス

ビジネス

Charaon!

A
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グラフィニカ
Graphinica, Inc.

EXHIBITION

東３

キミコエ・オーディション合格者が
主演を務める映画『きみの声をとど
けたい』の最新情報を公開します。

東５

J
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きゃらON！

EXHIBITION

東２

グラフィニカ制作TVアニメ、2017年放送予定！

Ⓒ2016 キミコエ・プロジェクト

A
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「キンブレ」でおなじみのルイファン・ジャパンブースでは、キン
ブレ商品の展示や会場限定品の販売を行います。

A
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キミコエ・プロジェクト

Good Smile Company

クリエイション

クリエイション

A
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Gift

EVENT

グッドスマイルカンパニー

最新フィギュア展示&販売コーナー

ⒸRUIFAN

東３

J
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KING BLADE

EXHIBITION SELLING

東５

J
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KING BLADE

BEST OF PENLIGHT キンブレ

Ⓒ雨宮慶太／東北新社

A
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EXHIBITION SELLING

東４

メイン／ブース

メイン／ブース

J
7

SELLING

東５

EXHIBITION

東６

A
15

工房しゅえっと
atelier chouette

キャラクターコンテンツに無限の可能性を！

ココラボ（cocollabo）
cocollabo

人気アニメやキャラクターグッズがもりだくさん！

SELLING EVENT

東６

J
69

A
7

彩ing
saing

新商品続々登場！ ここでしか買えないグッズも!?

キャラクターコンテンツを軸として、
様々なコンテンツを媒体に新しいも
のにチャレンジしています。ぜひブ
ースにお立ち寄りください！

人気アニメやキャラクターグッズの
新商品を先行販売予定！ 最新情報は
公式ツイッターや公式サイトでチェ
ック！

人気タイトル、新作タイトルの新商
品を販売予定です。ここでしか買え
ない限定商品があるかも!? ぜひ彩
ingブースまでお越しください！

With character content as a core, we
always challenge for new creations
and, this time, you will witness some
of them.

New items of popular anime and
characters are coming on pre-sale!
Stay tuned for more information on
Twitter and website!

Popular series, new works, and their
items for sale. Maybe some of them
are available only here!? We look
forward to seeing you!

ⒸChouette

SELLING

東４

J
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コスパ
COSPA

2017年 春 話題のアニメ関連グッズが揃います

『ごちうさ』の情報や新商品はここでcheck！

J
66

2017年4月発足の新レーベル「SACRA MUSIC」所属アーティス
トの最新情報を皆様にお伝えいたします。
We will show you the latest information of SACRA MUSIC, with
their displays and visuals.

東３

A
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THEキャラ
THE chara

最新のアニメのグッズを扱う「THEキャラ」です！

EXHIBITION SELLING STAGE

EVENT

株式会社サテライト
SATELIGHT Inc.

サテライトの全てがここにある！

『ご注文はうさぎですか??』ブースで
は、誰もが気になる最新情報や新商
品をお届けします！ ぜひお立ち寄り
ください☆

話題のアニメ・ゲームのイベント限
定・先行商品を販売いたします！ 詳
細情報はザッキャラ公式サイトにて
公開!!

『戦姫絶唱シンフォギアＧＸ』新商品
の販売や『マクロスΔ』等のサテライ
ト関連作品の展示の他、豪華ゲスト
登壇のステージを開催予定！

Gintama Re:ZERO and other anime
merchandises will be on sale! It booth
has apparel and goods of the
character.

"Is the order a rabbit??" booth will
be sharing the most awaited news
and products with you! We look
forward to your visit☆

We are holding pre/limited
merchandising sales of popular
anime and games! Check out THE
chara website for more details!!

Check out new items from
Symphogear GX, displays of
Macross Delta, and special guest
stages from our works!

EXHIBITION SELLING EVENT

株式会社壽屋（コトブキヤ）
KOTOBUKIYA

コトブキヤのオリジナルコンテンツが目白押し！

ⒸKoi・芳文社／ご注文は製作委員会ですか??

EXHIBITION SELLING

東６

J
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コミックス・ウェーブ・フィルム
CoMix Wave Films Inc.

新海誠監督デビュー15周年を記念したブース展開！

EXHIBITION SELLING

東３

A
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SUNNY SIDE UP
SUNNY SIDE UP

Happyくじ、箱クエスト、パペっと！

SELLING

東５

J
8

シーサイド・コミュニケーションズ
Sea Side Communications

シーサイド制作ラジオの番組グッズを販売します！

4月放送アニメ『フレームアームズ・
ガール』コーナー、
『 マーブルリトル
ズ』ステージ、新商品展示や先行販売
等、今年も盛りだくさんです！

新海誠監督作品の特設展示やフォト
スポットをはじめ、
『 この男。
』シリー
ズ最新作の4コママンガ等展示予定！
特別商品の販売も行います！

「Happyくじ」
「箱クエスト」
「パペっ
と！」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。

Upcoming anime FRAME ARMS
GIRL corner, MARBLE LITTLES
stage, new product displays, and
pre-sale, we are fully ready!

Special gallery space and Photo spot
of Makoto Shinkai's works for the
15th anniversary. Exclusive merch
available!

Sunny Side Up produces Happy
Lottery, Hako-QUEST, and Puppet!
We have display of new products,
sales, and news as well.

シーサイド・コミュニケーションズ
ブースでは、
『 洲崎西』
『あどりぶ』を
はじめとする各番組グッズやDJCD
等を販売いたします。
Sea Side
offering
programs
DJ's CDs,

ビジネス

ビジネス

A
12

Is the order a rabbit??

SACRA MUSIC

新レーベル「SACRA MUSIC」最新情報

『銀魂』
『Re:ゼロから始める異世界生
活』等、話題のアニメ新作グッズを販
売！ 毎日が楽しくなるキャラアパレ
ル＆グッズが揃います！

Ⓒ空知英秋／集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス Ⓒ長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会

東３

ご注文はうさぎですか??

SELLING

東６

SACRA MUSIC

クリエイション

クリエイション

J
5

EXHIBITION SELLING STAGE

東６

EXHIBITION

東２

メイン／ブース

メイン／ブース

J
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SELLING

東３

Communications booth is
goods related to our
Suzaki Nishi and Adlib ,
and others.

Ⓒ KOTOBUKIYA / FAGirl Project, ⒸKOTOBUKIYA Illustrated by SAKURAI

J
4

株式会社coly
coly, Inc

あなたのヒーローは誰? 21人のイケメンが勢揃い

Ⓒcoly

20

EXHIBITION

東５

J
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GONZO
GONZO

ゴンソ゛
は2017年に創立25周年を迎えます！

スタマイヒーロー達の等身大パネル
がお出迎え！ 会場限定のグッズも販
売いたします。あなただけのカレと
最高の思い出を残してください。

ゴンゾは、国内外に様々なアニメー
ションコンテンツを提供する制作会
社です。今までの代表作と、現在制
作中の作品の展示を行います。

Life size panel of Stand My Heroes
will welcome you! Limited items for
sale. Enjoy the greatest time with
your precious man.

GONZO is a production company
that provides exciting animation
contents. We present our programs
including the latest ones.
ⒸGONZO K.K. All Rights Reserved.

東６

SELLING EVENT

J
70

J-Anisong Kamikyoku Matsuri / DJ Kazu

J-アニソン神曲祭り / DJ和

DJ和によるDJプレイあり、CD販売もあります！

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プレイあり、CD購入者対象の限定抽選会あります！

EXHIBITION SELLING

東５

J
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GENCO
GENCO

GENCOプロデュース作品情報をお届けします！
『劇場版 ソードアート・オ
ンライン ‑オーディナル・
スケール‑』等、弊社プロデ
ュース作品の紹介、グッズ
販売を行います。
"Sword Art Online -Ordinal Scale-" and other works produced by
our company are introduced. Goods are available as well.

DJ Kazu's non-stop anisong MIX CD series, "J-Anisong Festival",
will return this year with a special booth!

21

ファミリーアニメフェスタ

ファミリーアニメフェスタ

EXHIBITION SELLING

東４

EXHIBITION SELLING

東２

A
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シャフト
SHAFT

シャフトオリジナルグッズの販売

J
15

小学館
SHOGAKUKAN

小学館の最新情報をお届けします！ グッズ販売も！

EXHIBITION SELLING STAGE

東５

J
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SQUARE ENIX
SQUARE ENIX

ゲーム・マンガの最新情報をお届け！ グッズ販売も！

EXHIBITION SELLING

東４

SUGOI JAPAN Award2017
SUGOI JAPAN Award2017

日本のスゴイ！ を、世界のスゴイ！ へ。

『黒執事』や『ミリオンアーサー』等、
人気作品のオリジナルグッズを販
売！ さらに新作ゲームの試遊体験や
アニメマンガの最新情報の紹介も!!
アニメ制作会社シャフトのオリジナルグッズ、原画集等を販売予
定です。
Anime production company Shaft is offering our original goods
and drawings.

EXHIBITION

J
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Shogakukan-Shueisha Productions

小学館集英社プロダクション

最新のテレビ&劇場アニメ情報が盛りだくさん！

東５

EXHIBITION

J
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Josai International University Media Faculty

城西国際大学 メディア学部

学生作品上映と展示及び入学相談

『ドラえもん』
『名探偵コナン』
『ポケットモンスター』等、大人気作品
の最新情報を展示でご紹介！ ぜひブースにお立ち寄りください！
"Doraemon", "Detective Conan", and "Pokemon", popular series
and their news are displayed! Look forward to seeing you!

EXHIBITION SELLING

東２

松竹
SHOCHIKU

『魔法使いの嫁』等、松竹関連作品のブース

EXHIBITION SELLING

東２

A
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スタンドマイヒーローズブース
Stand My Heroes

スタマイ最新グッズを販売！ 等身大パネルの展示も♪

Screening of the students' works of
animation and demonstratiing
ZBrush and digital drawings of anime
by students.

Stand My Heroes booth is offering
new items♪ Heroes tin badges, big
cushion and more! Check our Twitter
for more info★

We are oﬀering new items related to
Aokana: Four Rhythm Across the
Blue (now on PS4). We look forward
to seeing you.

EXHIBITION SELLING EVENT

A
29

woman's pro-wrestling marvelous

女子プロレス団体Marvelous

女子プロレスラーがキャラクターになって登場！

Ⓒsprite/fairys

東６

EXHIBITION

J
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Tokyo Net Wave Professional Training College

専門学校東京ネットウエイブ

アニメーションとゲームの学校

キャラクターと同一の女子
レスラーがデモ試合を行い
ます！ 撮影会、グッズ販
売、リング体験コーナー、
トークショー等、盛りだく
さんです。

Ⓒ株式会社MarvelCompany

A
52

白糸酒造株式会社
Shiraito Shuzo Co., Ltd.

好きなアニメのお気に入りがきっと見つかるお店
日本酒・ワインはもちろんのこと、地
元京都のお菓子や雑貨等、新旧「人気
アニメ」商品を多数取り揃え、お待ち
しております。
Sake, wine, sweets, and daily tools
from Kyoto, we have various
products related with new and old
popular anime.
ⒸShiraito Shuzo Co., Ltd.
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EXHIBITION

J
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Takarazuka University School of Media Art in Tokyo

宝塚大学 東京メディア芸術学部

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。

東京・新宿のアニメ、マンガ、ゲーム、
イラスト、映像、デザインが学べる大
学です。ブースでは学生作品を中心
に展示いたします。

This is a college of animation and
game. The exhibition is mainly the
works of the first-year students
learning animation.

We have six courses of study
including animation, manga, game,
illustration, movie and design at the
Shinjuku campus in Tokyo.

Ⓒ専門学校東京ネットウエイブ

SELLING

東２

A
30

東５

JIN+
jinplus

人気アニメグッズを販売します。

東４

J
24

EXHIBITION SELLING

タカラトミーブース
TAKARATOMY Booth

タカラトミーが取り組むアニメコンテンツが集結!!

人気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 し ま す。 ぜ
ひ、JIN+ブ ー ス ま で お 越
しください。
Please come to JIN+ booth. We are oﬀering advance sales for
popular characters limited items.
ⒸTOMY

EXHIBITION

東２

A
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タツノコプロ
Tatsunoko Production

世界のこどもたちに夢を────

タカラトミーが自信を持って送る最
新アイテムの数々！ アニメ作品の新
商品展示や物販をしていますので、
ぜひブースにお越しください!!

創業者、吉田竜夫がいつも口にして
いた言葉です。タツノコプロは今年
で創立55周年を迎え、さらに様々な
チャレンジをしていきます。

TAKARATOMY proudly presents our
new items! Display of anime-related
works and merchandise sale!
Looking forward to seeing you!!

Dreams for Children of the World.
Tatsunoko will continue to engage in
new challenges during its 55th
Anniversary in 2017.
Ⓒタツノコプロ
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ファミリーアニメフェスタ

SELLING

sprite/fairys

新作『蒼の彼方のフォーリズム』グッズを販売!!
PlayStation4版 が 発 売 に な っ た ば
かりの『蒼の彼方のフォーリズム』新
作グッズ販売を予定しています。ぜ
ひお立ち寄りください。

Female wrestlers identical to characters will perform demo-match!
Photo session, sales, ring experience, and talk-show as well.

東２

sprite/fairys

スタマイブースでは最新グッズを販
売予定♪ ヒーロー達の缶バッジ、特
大クッション等々……。詳細は公式
ツイッターをチェック★

東２

We are offering item sales and PR
for Shochiku related works including
"The Ancient Magus' Bride"

J
12

学生作品の上映や3Dスカルプトソフ
トを使ったクリーチャー造形とデジ
タル作画のデモンストレーション等
を行います。

Ⓒcoly

『魔法使いの嫁』他、松竹関連作品の
グッズ販売及びPRを行います。

EXHIBITION SELLING

東５

ビジネス

ビジネス

A
11

ⒸSQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

クリエイション

クリエイション

東５

SUGOI JAPAN Award2017 is the
3rd annual nationwide vote for
manga, anime, ranobe (light novel)
and entertaining novel works.

Black Butler, Million Arthur, and other
anime's original goods for sale!
Testing new games and news on
anime/manga will be here!

『Re:CREATORS』
『BLACK LAGOON』
『名探偵コナン』等、人
気作品が参戦します!! ぜひお立ち寄りください！
Shogakukan is sharing the latest information with you!
Please wait for more updates.

ファンの皆様が「世界中の人々にも
紹介したい！」と支持する作品を国
民投票で選出する史上空前の試み！

メイン／ブース

メイン／ブース

A
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EXHIBITION SELLING

東３

SELLING

東３

A
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谷川商事
TANIKAWA CO.,LTD

アニメ作品のスタンプ・印鑑・印鑑ケース等特価販売

テレビCGアニメ『正解するカド』等の情報満載！

Our booth is full of anime info, such
as KADO: The Right Answer ,
"Mazinger Z", "Pop in Q", DIGIMON
ADVENTURE tri. , and more.

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

『あの花』と『ここさけ』の聖地ちちぶ！

A
18

Ⓒ東映アニメーション/木下グループ/東映

EXHIBITION SELLING

Tukuri

様々な大人気作品のグッズ販売をする予定！

『あの花』と『ここさけ』の世界が体感
できる秩父！ 聖地巡礼マップ無料配
布と秩父限定オリジナルグッズの販
売を行います!!

Various goods of popular series are
planned to be on sale!

TOKYO MX while watching anime!
Stage events in April focusing on
anime.

SELLING

東３

A
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DEZAEGG.COM
DEZAEGG.COM

あなたの欲しいがここにある！

We will welcome you with a rich
number of character goods from
popular anime.

ⒸT-ARTS / syn Sophia / テレビ東京/ PP3製作委員会

4月放送開始『つぐもも』や、まもなくBlu-ray・DVDが発売となる
『南鎌倉女子自転車部』他をご紹介します！
Introducing to April anime Tsugumomo , Blu-ray/DVD anime
Minami Kamakura High School Girls Cycling Club , and more!

EXHIBITION SELLING

東６

J
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TOHO animation
TOHO animation

新作から話題作まで目白押し!!
私達のブースでは、
『弱虫ペダル』
『僕
のヒーローアカデミア』
『リトルウィ
ッチアカデミア』を中心とした展示
を予定しております。
Our booth will have displays of
anime including Yowamushi Pedal ,
My Hero Academia , and Little
Witch Academia

テレビ東京
TV TOKYO Corpration

4月の新番組や映画の最新情報が盛りだくさん！

SELLING

東５

J
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TOYPLA
TOYPLA

キャラクターグッズを多数販売

４月の新番組や映画の最新情報
が盛りだくさん！ 現在放送中の
『 銀 魂.』や『 弱 虫 ペ ダ ル NEW
GENERATION』の 描 き 下 ろ し
フォトスポットもございます！
All about TV TOKYO Animations! Don't miss out on new
information of TV series and movies, and participatory events!
ⒸTOYPLA

株式会社トムス・エンタテインメント
TMS ENTERTAINMENT CO., LTD.

J
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トライデントワークス
Tridentworks

アニメ･漫画グッズの新作販売!!

現在放送中の作品や４月、
７月スター
トの新番組を中心に10作品超の展示
紹介、さらにグッズ販売も行います。
ぜひお立ち寄りください！

各種アニメや漫画のグッズを販売予
定!! その他、無料Web漫画サイト『と
わコミ！』掲載中のグッズも販売予
定です!!

We will be introducing over 10
animation including upcoming titles
from April and July. We are also
planning to sell related merchandise
at our booth.

Anime/manga goods are for sale!!
Free web manga website "Towakomi"
series' items will be sold as well!!

EXHIBITION SELLING

東５

J
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SELLING

東６

ニトロプラス
Nitroplus

『サンファン』や『刀剣乱舞』等出展

TOYPLAブースではアニメーション
関連グッズを多数販売予定です。ぜ
ひお立ち寄りください。

『Thunderbolt Fantasy 東 離 劍 遊
紀』や『刀剣乱舞‑ONLINE‑』の展示
等を行います。ぜひご来場ください！

A variety of anime goods are planned
to be on sale at TOYPLA's booth.
Please come on in and take a look.

Thunderbolt Fantasy and Touken
Ranbu -ONLINE- will be displayed.
Please come join us!

ⒸTridentworks,Inc.

東６

EXHIBITION STAGE

J
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NIHON KOGAKUIN COLLEGE・TOKYO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

日本工学院・東京工科大学

即戦力となる人材を育成する総合教育機関
日本工学院と東京工科大学の学生作
品展示・発表、TVアニメ作品を使っ
たアフレコ体験や学生作品を使った
ノベルティも用意しております。
Students will present their works.
Recording workshop and original
giveaways are provided as well.

ⒸNitroplus

25
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ファミリーアニメフェスタ

EXHIBITION

EXHIBITION SELLING STAGE

総数10作品超のアニメ最新情報とグッズ販売実施！

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。

This is our official Puripara branch
shop. We will be prepared with a
number of original Puripara goods.

24

最新アニメ情報をお届けします!

ビジネス

ビジネス

T・ZON
公式プリパラショップ出張所です。
描き下ろしプリパラグッズを多数ご
用意して皆様のご来場をお待ちして
ます。

Ⓒテレビ東京

TOKYO MX
4月クールの新作アニメ他、人気作品
のステージイベントを開催！

東６

J
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ティー・ゾーン

公式プリパラショップ出張所です♪

J
74

東映ビデオ
Toei Video Co.,LTD.

ⒸTM/KK

EXHIBITION SELLING

東６

TOKYO MX

様々な大人気作品のグッズ販売をす
る予定！

ⒸKOKOSAKE PROJECT

A
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EVENT

アニメノミカタ！ アニメ見るならTOKYO MX！

Chichibu, where you can see the
world of "Anohana and Kokosake !
Handing out map for pilgrimage and
oﬀering limited items!!

東３

STAGE

東２

A
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つくり

J
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新作『正解するカド』や『マジンガー
Z』の他、
『ポッピンQ』
『デジモンアド
ベンチャーtri.』等、人気作品の最新
情報満載。

Tama & Friends are back on TV
animation from 22 years absence,
and will be shown at the booth! We ll
also update new information about
Tama as well. Please come and visit!

東３

東映アニメーション
TOEI ANIMATION CO., LTD.

EXHIBITION

東６

クリエイション

クリエイション

A
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ⒸSony Creative Products Inc. / Tama & Friends Project

EXHIBITION SELLING

EXHIBITION STAGE

東６

昨年10月に放送開始した22年ぶり
の新作アニメはもちろん、タマ&フ
レンズの新展開も発表予定!!

Stamps, cases, and more goods
related to Conan, Attack on Titan,
K-ON, and plus for sale. Limited
goods available as well.

東２

Tama & Friends

タマが22年ぶりに新作アニメで帰ってきた！

『名探偵コナン』
『進撃の巨人』
『けい
おん！』等の新商品を物販。会場限定
商品も販売予定。最新情報を随時ツ
イッターでつぶやきます。

Ⓒかきふらい・芳文社／桜高軽音部

タマ&フレンズ
〜うちのタマ知りませんか？〜

メイン／ブース

メイン／ブース

A
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EXHIBITION

東２

EVENT

東６

日本テレビ
Nippon Television

日テレアニメON AIR!!

J
49

The Association of Japanese Animations

一般社団法人日本動画協会

アニメーション業界の振興と発展

EXHIBITION

東３

A
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BSFUJI

全国放送のBSフジがAnimeJapanに初出展！

いよいよ４月放送開始の『BORUTO
‑ ボ ル ト ‑ NARUTO NEXT
GENERATIONS』等、最新情報をお
届けします。

Don't miss the LIVE broadcast at
Nippon TV booth!
Various guests will entertain you at
the DJ booth, introducing Nippon
TV's animations!

We introduce our members as well
as major activities such as "Tokyo
Anime Award Festival 2017" and
"Anime NEXT 100".

BS Fuji has released various genre!
In 2017, a new anime slot! News on
the upcoming series will be
introduced in our booth.

Come drop by to get the latest info
about our latest line-up including
BORUTO - NARUTO THE NEW
GENERATIONS!

SELLING

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

noitaminashop

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

最新のアニメ・ゲーム情報をお届けします

Ⓒ岸本斉史 スコット/集英社・テレビ東京・ぴえろ

EXHIBITION SELLING

東３

A
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PikattoAnime/ピカットアニメ

『Fate/EXTELLA』新作グッズ登場！

博報堂DYミュージック&ピクチャー
ズブースでは、2017年作品ラインナ
ップの最新情報をお届けします。プ
レゼント配布も予定してます。

EXHIBITION SELLING

HARUKAZE

TVアニメ『ノラと皇女と野良猫ハート』展示&物販

東５

BANDAI NAMCO Video Music Group

J
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アニメの新たな感動が、ここにある。

大人気PC美少女ゲーム『ノラと皇女
と野良猫ハート』のTVアニメ版につ
いての最新情報や新作グッズを展示・
販売します。

「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」
による共同出展ブース。

Anime version of popular game
"Nora, Princess, and Stray Cat." will
be featured. New items on display
and sale.

A joint exhibition booth by Bandai
V i s u a l, S unr i s e , B a n d a i N a m c o
Pictures, Bandai Namco Entertainment,
and Lantis.

ⒸHARUKAZE

人気のキャラクターグッズを販売いたします！

Ⓒ2016 Marvelous Inc.

SELLING

バンプレスト
BANPRESTO

バンプレストの最新情報を会場でチェック！

EXHIBITION STAGE

東５

J
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BS11
BS11

あなたの見たいアニメがここにある、BS11

A
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一二三書房
Hifumi Shobo

BANPRESTO will be displaying our products such as
CRANEKING , Ichiban kuji , and more.
Ⓒ2017 BANPRESTO CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

bilibili
bilibili

bilibili乾杯 - ( ゜
-゜
)つ

詳細は公式サイトにて順次更新！ お楽しみに！

日本アニメの海外配信作品、2017年春の新作、ライブイベント情
報等をご紹介。

More details to be updated on our website! Stay tuned!

EXHIBITION SELLING

東３

A
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富士山の裾野
STUDIO O&K
STUDIO O&K

ボカロのラナが富士の裾野のイメージソングを大募集

We will showcase our Japanese anime streaming overseas,
upcoming series in spring 2017, and live events info.

東５

J
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Ⓒ裾野市 ⒸWEVE INC.

Intro to Susono city of Mt. Fuji, sales
of Susonon goods, and application
detail of song by vocaloid Rana will
be displayed.

EXHIBITION SELLING STAGE

EVENT

ブシロード
Bushiroad Inc.

アニメ&スマホゲームで『バンドリ！』が出展決定！

富士山の街・静岡県裾野市の名所案
内、ゆるキャラ「すそのん」グッズの
販売、ボカロのラナが歌う裾野市イ
メージソングの応募概要、をご紹介
します。

Our popular TV program "ANIGE ☆
ELEVEN!" will host a talk session!
At the booth, you can also check out
the program of April in advance!
Ⓒ 2007-2017 Nippon BS Broadcasting Corporation. AllRights Reserved.

EVENT

様々なイベント限定グッズ等の販売を行います！

好評放送中の『アニゲー☆イレブン!』
によるスペシャルなトークショーを
開催予定！ 4月OAの番組映像も一
足早くご紹介します！
株式会社バンプレストは「CRANEKING」や「一番くじ」等の最
新商品を展示いたします。

EXHIBITION SELLING STAGE

東２

TVアニメ『BanG Dream!』&スマホ
ゲーム『バンドリ! ガールズバンドパ
ーティ! 』の展示物販・ステージ・試遊
を実施予定！
Item sales, display, and testing TV
anime "BanG Dream!" & mobile game
"BanG Dream! Girls Band Party!"
ⒸBanG Dream! Project

27

ファミリーアニメフェスタ

ファミリーアニメフェスタ

EXHIBITION

Stay tuned for our limited editions!
Check our website and Twitter for
more updates!!
Twitter:@hgcharacter

ⒸVisualArt s/Key

ⒸHifumi Shobo

東６

限定販売ご期待ください！ 最新情報
は、公式サイトとツイッターでチェ
ック!!
ツイッター（@hgcharacter）
。

ビジネス

ビジネス

J
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HARUKAZE

EXHIBITION

バンダイナムコ
映像音楽グループ

ヒサゴ
HISAGO

Rotary Lottery : "Fate/EXTELLA",
"Angel Beats! -1st beat-"
and many more!

"Hakuhodo DY music & pictures
booth will reveal the new information
on 2017 lineups.Gift handouts will
be available as well."

東６

J
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ガラガラくじ大会開催！
『Fate/EXTELLA』
『AngelBeats!
‑1st beat‑』他多数！

ⒸTYPE-MOON

東５

PikattoAnime

SELLING

東５

クリエイション

クリエイション

A
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ノイタミナショップ

EXHIBITION EVENT

東２

Noitamina, with our AnimeJapan
pre/limited sale goods from popular
anime, is looking forward to seeing
you!!

26

Pierrot Co.,Ltd.

待望の『BORUTO』ほか、話題作をご紹介！

BSフジではこれまで様々なジャンル
を放送！ そして2017年に放送枠を
新設！ ブースでは放送作品の最新情
報を紹介します。

ノイタミナ人気作品のAnimeJapan
先行／限定発売グッズを取り揃え、
皆様のご来場をお待ちしています!!

J
73

株式会社ぴえろ

会員社の紹介や、
『 東京アニメアワー
ドフェスティバル2017』や『アニメ
NEXT100』等の活動を紹介いたし
ます。

ノイタミナショップが今年もAnimeJapanに出展？

J
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BSフジ

EXHIBITION

東３

今年の日テレブースはノンストップ
生放送！ 特設DJブースにキャスト
等の様々なゲストをお招きし、日テ
レアニメを楽しくお伝えします！

東５

J
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EXHIBITION SELLING

メイン／ブース

メイン／ブース

J
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東６

EXHIBITION SELLING

東２

A
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舞台めぐり
Butaimeguri

行けるアニメ「舞台めぐり」

FlyingDog

フライングドッグの最新作の情報をお届け！

Butaimeguri will initiate original goods
sales and introduce a new project to
public community orientating "Girls
und Panzer Walk".
Ⓒbutaimeguri

文京学院大学
Bunkyo Gakuin University

ゼロプロ 〜ゼロプロジェクト〜

PONY CANYON

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「ゼロプロ
〜ゼロプロジェクト〜」です。

「ぽにきゃんブース」では今年も2日
間、アニメのステージイベントを実
施！ 他にも新グッズをご用意して、
皆様をお待ちしております！

FlyingDog booth will release the
newest information of the upcoming
April 2017 series! Please look
forward to them!

From booth design to merchandising,
our students produce everything on
their own. Their new theme is Zero
Pro ˜Zero Project˜

Pony Canyon booth is getting ready
for entertaining programs this year
again!

EXHIBITION

東３

A
17

ポニーキャニオン

Project Luck & Logic
Project Luck & Logic

Copyright 2017 PONY CANYON INC, All rights reserved.

EXHIBITION

東６

J
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J
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株式会社 ボンズ
BONES INC.

SELLING

東５

MARS16
MARS SIXTEEN

トランス

『恋愛幕末カレシ』最新情報を展示!!

合体!! はじめます

アニメーションの制作会社です。

本格歴史恋愛シミュレーションゲー
ム『恋愛幕末カレシ』が分かる･体験
できる！

2017年夏放送予定の新ア
ニ メ『 ひ な ろ じ 〜from
Luck & Logic〜』の 展 示
やTCG『 ラ ク エ ン ロ ジ ッ
ク 』PRカ ー ド の 配 布 を 行
います！

Experience the historical dating
simulation game "Ren'ai Bakumatsu
Kareshi for yourself!

「MARS SIXTEEN」AJ初登場

2017年、新作作品の紹介と原画等の
展示、PVの上映を行います。

MARS SIXTEENがAJ初参加。当日
限定コラボアイテム発売決定！

Introduction to 2017 new releases,
as well as display of key animation
and trailer will be presented.

Subculture apparel brand MARS
SIXTEEN is coming to AnimeJapan
for the ﬁrst time!

クリエイション

クリエイション

フリュー株式会社
FURYU Corporation

A
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EVENT

今年も「ぽにきゃん」はステージ＆新グッズ!!

Ⓒ2017 Bunkyo Gakuin University

EXHIBITION

SELLING STAGE

東３

フライングドッグブースでは、2017
年4月新番組『月がきれい』の最新情
報をいち早く公開します！ お楽しみ
に！

ⒸGPFP

東４

J
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J
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フライングドッグ

オリジナルグッズ販売や、街中オリ
エンテーリング『ガールズ＆パンツ
ァーうぉーく！』の紹介を行います。

EXHIBITION SELLING

東６

メイン／ブース

メイン／ブース

A
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EXHIBITION

東３

We are displaying 2017 Summer anime Hina Logic from Luck &
Logic as well as distributing TCG Luck & Logic PR cards!
ⒸFURYU

ⒸProject Luck & Logic

EXHIBITION SELLING

東６

Production I.G
Production I.G, Inc.

タチコマが商品をお届け!?

EXHIBITION SELLING

東３

A
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ブロッコリー
BROCCOLI

人気タイトル目白押し！
ブロッコリーブースではTVアニメ
『銀魂』をはじめとした人気タイトル
のグッズを販売しております！ 詳細
は公式サイトまで。

Production I.G booth will introduce
you to the I.G branch store and 2017
new series. We are looking forward
to seeing you!

Our booth will show you the items of
the popular anime such as
GINTAMA and more! For more
details, please refer to our website.

フロンティアワークス
Frontier Works Inc.

フロンティアワークス最新作品プロモーション
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SELLING

東６

A
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Nippon Cultural Broadcasting Inc. Anime&Game Contents Dep.

J
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文化放送A&G

アニメ・声優……どっぷりハマれるラジオ 文化放送
文化放送A&Gでは人気声優やアーテ
ィストの番組を大量発信中。ブース
では各番組オリジナルグッズを取り
揃えてお待ちしております。

"Hand Shakers", "CINDERELLAGIRLS
gekijyo", and other promotions and
sales will be ready. Check our
website for more updates.

Nippon Cultural Broadcasting A&G
streams seiyu and singers' programs.
We are waiting for your visit with our
original items.

当研究所では最先端のデバイステク
ノロジーを駆使し、魔法技能の検定
やサイオン
（想子）
量測定を行います。
Our institute utilizes a state of the art
device technology, and measure your
Magic Power as well as Psyons.

Intro to theater version of "SENGOKU NIGHT BLOOD", "Touken
Ranbu the Stage", "Stage [Yowamushi Pedal]", and "Ensemble
Stars! On Stage".
ⒸMarvelous Inc.

『ハンドシェイカー』
『シンデレラガ
ールズ劇場』他、最新作品のプロモー
ションと物販を予定。最新情報は弊
社公式サイトをご確認ください。

ⒸGoHands,Frontier Works,KADOKAWA／Project-HS

‑急募‑ 魔法師候補生を広く募集します

『戦刻ナイトブラッド』の映
像や舞台『刀剣乱舞』
、舞台
『弱虫ペダル』
、
『 あんさんぶ
るスターズ！オン・ステー
ジ』等のステージを紹介。

東３

魔法師開発研究所
Laboratory of magical technology

Ⓒ2013 佐島 勤/ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス刊/魔法科高校製作委員会

EXHIBITION

魔法使いの嫁
The Ancient Magus' Bride

ブースでエリアスと会えるかも!?

SELLING EVENT

東３

A
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マリン・エンタテインメント
MARINE ENTERTAINMENT

声優企画商品や乙女系商品を販売♪
AnimeJapan 2017初売りのアイテ
ムの販売を予定しております。イベ
ントもやっちゃうかも……!? ぜひお
越しください！

作品紹介展示の他、劇中のエリアス邸内を再現したスペースで皆
様のご来場をお待ちしております。ぜひお立ち寄りください！
We will welcome you in our reproduction of Elias mansion as well
as displays of the series. We look forward to your visit!
Ⓒ2017

We are preparing for items first
appearing in AnimeJapan 2017!
Perhaps some event too...!? Please
join us!

ヤマザキコレ/マッグガーデン・魔法使いの嫁製作委員会

29

ファミリーアニメフェスタ

ファミリーアニメフェスタ

A
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EXHIBITION SELLING EVENT

EXHIBITION

東４

J
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マーベラス
Marvelous Inc.

マーベラスのアニメ、ステージ作品を紹介！

Production I.Gブースでは、I.Gスト
ア出張店と2017年の新作紹介を行
います。ぜひブースへお立ち寄りく
ださい！

ⒸBROCCOLI

東３

SELLING STAGE

東４

ビジネス

ビジネス

J
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Ⓒ堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

EXHIBITION SELLING

東５

A
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漫聯ホールディングス
aniany group

中国IPビジネスの最新情報をお届けします！

MIC Co., ltd.

アニメ・地域・ファンによる新たな可能性の提示！

会 場 限 定！ AnimeJapan公 式 ペ ン
ライトを販売！ 使わなくなったLED
ペンライトを持ってきてくれるとそ
の場で使えるクーポン贈呈♪

Aniany is a Chinese company
operating IP asset management
(includes animation, cartoon etc.) We
are waiting for content holders!

MIC acts as a bridge between ANIME
culture and local communities.
ANOHANA and KOKOSAKE goods
will be on sale based on the anime in
Chichibu!

Only in AnimeJapan! AJ Official
Penlight! We will also give you a
coupon in exchange with your used
LED penlight♪

EXHIBITION

Miyagi / Sendai Animation Grand Prix

あなたのアニメを世界に発信！

EXHIBITION SELLING

東２

A
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ufotable
ufotable

AnimeJapan 2017限定商品販売！
宮城・仙台アニメーション
グランプリ2017受賞作品
の上映や宮城ゆかりのコン
テンツの紹介をしていま
す。

We wil sell many new goods of ufotable animation.
And we wil sell limited goods at AnimeJapan2017!

有妖気アニメ

Ⓒ 2017 Warner Bros. Japan LLC All rights reserved.

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
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!

EXHIBITION

東４

J
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ytv
ytv

新世代ヒーロー登場！ 土曜夕方1時間はアニメ満喫
新世代ジャンプ王道『僕のヒーローアカデミ
ア』！ 少年サンデーが誇る国民的推理アニメ
『名探偵コナン』！ 土曜夕方1時間アニメの情
報満載！
The next generation highroad JUMP comic "My
Hero Academia"! SHONEN SUNDAY's national
mystery anime "Detective Conan"! Our space is
full of "Saturday evening anime"'s information！
Ⓒ堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

EXHIBITION SELLING

東３

A
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横忠 つなごまい
ビジネス

ビジネス

中国最大級オリジナル電子漫画サイトが世界へ発信！

Warner Bros. Japan LLC

Grand exhibition! New programs in April,
"THE ANONYMOUS NOISE", "Sword
Oratoria", and more!! Don't miss it!!

Ⓒ宮城・仙台アニメーショングランプリ

U17 Animation

ワーナー ブラザース ジャパン

4月新番『覆面系ノイズ』
『ソード・オラ
トリア』他を予定。どうぞお楽しみに!!

ufotable関連作品の新規商品を多数販売､ AnimeJapan 2017で
しか買えない限定商品の販売も予定しております！

EXHIBITION SELLING

EXHIBITION

ワーナーが贈る2017年新作アニメを大展開!!!!

We will broadcast the nominated works from the Miyagi/Sendai
Animation Grand Prix 2017 and display Miyagi-related content.

東５

Ⓒ株式会社ルミカ

東５

Lawson, Inc.

クリエイション

クリエイション

宮城・仙台
アニメーショングランプリ

株式会社ローソン

ローソン限定グッズを販売します!!

MICはアニメ文化と地域の架け橋と
なることを目指しています。秩父を
舞台にしたアニメ『あの花』
『ここさ
け』のグッズを販売します！

東２

J
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AnimeJapan 2017公式ペンライト販売！

SELLING

東４

J
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株式会社ルミカ
LUMICA CORPORATION

アニメ／マンガ／ゲーム等、IP資産
運営をする中国企業です。コンテン
ツホルダーの皆様のお越しをお待ち
しております！

ⒸMIC

A
57

J
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（株）MIC

EXHIBITION SELLING

東６

メイン／ブース

メイン／ブース

J
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EXHIBITION SELLING

東３

yokochu co.,ltd

お米とキャラクターをつなげる「つなごまい」を販売

2009年中国で設立、マンガ作品4万
作 が 当 サ イ ト で 連 載、ア ニ メ 化 も
続々。合作アニメや版権等にご興味
のある方はお待ちしております！

数量限定のキャラクター「つなごま
い」と数量特典としてクリアポスタ
ーもプレゼント。
The clear poster presents it as
amount-limited character
"TUNAGOMAI" and an amount
privilege, too.

U17.com was founded in 2009. Over
40000 cartoons are available online
and some has been successfully
animated. Welcome for info.
Ⓒ2017 有妖気 北京四月星空有限会社 版権所有

A
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ラジオ大阪Vステショップ
OBC V-Station SHOP

ラジオ大阪「V-Station」公式ショップ

EXHIBITION SELLING

東４

J
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ファミリーアニメフェスタ

ファミリーアニメフェスタ

SELLING EVENT

東３

株式会社ルービーズ・ジャパン
RUBIE'S JAPAN LTD.

リアルの壁を超えた！ 超絶造形マスクを体感せよ!!
『ドラゴンボール』の悟空を筆頭に人
気キャラクターを本格マスク化！ か
ばんやデスクへ飾る『モンスターハン
ター』のフラッシュキーチェーンも！

ラジオ大阪「V-Station」で放送されているアニメ・声優ラジオの
番組グッズ販売。

Mask item of popular characters
including Goku! For your bag, desk,
a ﬂash key chain of Monster Hunter
is available!

Merchandise from anime/seiyu radio programs on the "V-Station"
by Radio Osaka.
ⒸOSAKA BROADCASTING CORPORATION
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Ⓒ2017 Rubies Japan Ltd
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RED/GREEN/BLUEステージ

事前応募観覧の「REDステージ」
「GREENステージ」
「BLUEステージ」では、最新アニメ作品の発表やトークイ
ベント、ライブ等、様々なステージが展開されます。

REDステージ

GREENステージ

RED/GREEN/BLUE Stage

トーク

トーク

12:10〜12:50 3

トーク

13:35〜14:15 4

トーク

15:00〜15:40 5

トーク

16:20〜17:00 6

トーク

17:45〜18:25 7

‑CONFESS YOUR LOVE COMMITTEE‑ Series Special Stage
●神谷浩史、戸松遥、豊崎愛生、麻倉もも、雨宮天 他（予定）

『GRANBLUE FANTASY The Animation』スペシャルステージ

新作発表
トーク

GRANBLUE FANTASY The Animation SpecialStage
●小野友樹、東山奈央、金元寿子、釘宮理恵、加藤英美里、平田広明

「ご注文はラジオですか？？〜チマメ隊のポポロンラジオ〜」アニメジャパンスペシャル出張版
Is the order a radio??〜Chimame tai no Poporon Radio〜 Anime Japan special version
●水瀬いのり、徳井青空、村川梨衣

「劇場版 ソードアート・オンライン ‑オーディナル・スケール‑」スペシャルステージ

TVアニメ「タイガーマスクW」トークイベント

トーク

12:20〜13:00 3

トーク

13:50〜14:30 4

トーク

17:00〜17:40 6

"TIGER MASK W" Special Talk Stage
●八代拓、梅原裕一郎、三森すずこ、橘田いずみ、小林ゆう

「陰陽師」日本初出展！スペシャルステージ

18:30〜19:10 7

Special Stage: "Onmyoji" First Exhibition in Japan!
●杉山紀彰、前野智昭、諏訪彩花、行成とあ、足太ぺんた（踊り手）

「Saekano ﬂat ‑How to Raise a Boring Girl Friend‑」Special Stage
●松岡禎丞、安野希世乃、大西沙織、茅野愛衣、春奈るな、妄想キャリブレーション

10:50〜11:30 2

15:20〜16:00 5

SWORD ART ONLINE THE MOVIE -Ordinal Scale- Special Stage
●松岡禎丞、戸松遥、伊藤かな恵、竹達彩奈、日高里菜、高垣彩陽

「冴えない彼女の育てかた♭」スペシャルステージ

トーク

日︵日︶

10:45〜11:25 2

GODZILLA SPECIAL STAGE
●梶裕貴、櫻井孝宏、杉田智和、諏訪部順一、花澤香菜、宮野真守

トーク

『弱虫ペダル NEW GENERATION』スペシャルステージ 箱根学園自転車競技部チームプレゼンテーション

ライブ

『YOWAMUSHI PEDAL NEW GENERATION』specialstage HAKONEGAKUEN team presentation
●代永翼、阿部敦、野島健児、宮野真守、夏代孝明、佐伯ユウスケ＋シークレットゲスト

トーク

13:35〜14:15 4

トーク

15:00〜15:40 5

新作発表

16:20〜17:00 6

トーク

MY HERO ACADEMIA SPECIAL STAGE
●山下大輝、岡本信彦、佐倉綾音、石川界人、梶裕貴、悠木碧、諏訪部順一、三宅健太

"Touken Ranbu" Special Stage
●市来光弘、新垣樽助（以上『刀剣乱舞‑花丸‑』）、木村良平、濱健人、榎木淳弥（以上『活撃 刀剣乱舞』）、
でじたろう、花澤雄太、おっきい こんのすけ

夏目友人帳スペシャルステージ
Natsume Yujin-cho(Natsume's Book of Friends) Special Stage
●神谷浩史、井上和彦、堀江一眞、木村良平、菅沼久義

BS Fuji Program (Temporary title)
●八島さらら、渕上舞・高橋李依、高野麻里佳、長久友紀 他

新作発表

TVアニメ「ツインエンジェルBREAK」スペシャルステージ

トーク

TV ANIMATION TWINANGEL-BREAK SPECIALSTAGE
●M・A・O、茅野愛衣、諏訪彩花、藤井ゆきよ

新作発表

TVアニメ「将国のアルタイル」スペシャルステージ

トーク

TV Animation Altair: A Record of Battles Special Stage
●村瀬歩、古川慎、KENN、小西克幸、津田健次郎、諏訪部順一 他

10:50〜11:30 2

トーク

トーク
ライブ

13:50〜14:30 4

新作発表

15:20〜16:00 5

トーク

「刀剣乱舞」スペシャルステージ

Hinako Note Special Stage
●M・A・O、富田美憂、小倉唯、東城日沙子、高野麻里佳、吉田有里

TVアニメ「Re:CREATORS」スペシャルステージ
TV animation "Re:CREATORS" SPECIAL STAGE
●山下大輝、小松未可子、水瀬いのり、豊崎愛生

Fate Project 2017 最新情報発表会
Fate Project 2017 Special Stage
●島﨑信長、川澄綾子 他

「エロマンガ先生」放送直前スペシャルステージ！
Eromanga-sensei special stage
●藤田茜、松岡禎丞、高橋未奈美、大西沙織、木戸衣吹、石川由依、TrySail

ファミリーアニメフェスタ

ファミリーアニメフェスタ

『僕のヒーローアカデミア』スペシャルステージ

12:10〜12:50 3

TVアニメ『ひなこのーと』スペシャルステージ

BSフジpresents 声優によるアニメ スペシャルステージ

トーク

12:20〜13:00 3

Televianimation THE IDOLM@STER CINDERELLAGIRLSgekijyo specialtalk
●大橋彩香、花守ゆみり、高田憂希、長島光那、金子有希、まんきゅう（監督）

トーク

9:20〜10:00 1

日︵日︶

9:20〜10:00 1

アニメーション映画『GODZILLA』スペシャルステージ

TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ劇場」スペシャルトーク！

新作発表

26
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TV Anime "Sword Oratolia" Special Stage
●大西沙織、木村珠莉、村川梨衣、高橋未奈美、久保ユリカ、水瀬いのり、井口裕香（予定）

ビジネス

トーク

TVアニメ「ソード・オラトリア」放送直前ステージ

ライブ

25

３月

３月

ビジネス

19:05〜19:45 8

「告白実行委員会」シリーズ スペシャルステージ

トーク

クリエイション

クリエイション

10:45〜11:25 2

9:20〜10:00 1

日︵土︶

日︵土︶

25

"Ensemble stars! THE ANIMATION Ni-chan☆shinobi no houkago RADIO"Public Recording Event
●米内佑希、新田杏樹、柿原徹也、浅沼晋太郎、伊藤マサミ、北村諒、土田玲央、山下大輝、梅原裕一郎、
神尾晋一郎、神永圭佑

メイン

9:20〜10:00 1

３月

３月

メイン

アニメイト30周年記念応援作品「あんさんぶるスターズ！THE ANIMATION に〜ちゃん☆忍の放課後RADIO」公開録音

RGB Stage is a reservation-only stage program, divided into Red, Green and Blue Stages, featuring news
release for the upcoming anime, talk shows, concerts, and various stage programs.

結城友奈は勇者である ‑鷲尾須美の章‑
Yuki Yuna is a Hero 〜Washio Sumi's Story
●三森すずこ、花澤香菜、花守ゆみり

『神撃のバハムート VIRGIN SOUL』放送直前ファンタジックステージ
Special Panel of Fantasy Anime Rage of Bahamut: Virgin Soul
●諸星すみれ、梅原裕一郎、吉野裕行、井上剛、森田成一

ＴＶアニメ「進撃の巨人」Season 2
TVanimation"Attack on Titan" Season 2
●梶裕貴、石川由依、井上麻里奈、下野紘、小林ゆう

「劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女」スペシャルステージ
The Irregular at magic highschool The Movie Special Stage
●中村悠一、早見沙織、内山夕実、佐藤聡美 他

※ステージイベントに参加するための事前応募抽選は、すでに終了いたしました。予めご了承ください。
※ステージ内容は変更になる場合がございます。
†Application for the stage-view lottery has closed. We appreciate your understanding.
†The contents of the stage may change without prior notice.
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RED/GREEN/BLUEステージ
RED/GREEN/BLUE Stage

オープンステージ supported by LIVE DAM STADIUM
OPEN Stage supported by LIVE DAM STADIUM

トーク

11:35〜12:15 2

16:05〜16:45 5

「月がきれい」放送直前スペシャルステージ
"Tsukigakirei" Special Stage
●千葉翔也、小原好美、田丸篤志、村川梨衣、岸誠二（監督）、南健（プロデューサー）、鷲崎健（司会）

『オルタナティブガールズ』スペシャルステージ

トーク

Special Stage: Alternative Girls
●遠藤ゆりか、大空直美、木戸衣吹、竹達彩奈、橋本ちなみ、佳村はるか、大野柚布子 他

トーク

AnimeJapanへいくぞ！がんばっぺ！ Wake Up, Girls！

ライブ

Let's Go to AnimeJapan! Ganbappe! Wake Up, Girls!
●Wake Up,Girls！
（吉岡茉祐、永野愛理、田中美海、青山吉能、山下七海、奥野香耶、高木美佑）

トーク

10:40〜11:20 1

新作発表

キミコエ・プロジェクト スペシャルステージ

トーク

Kimikoe Project Special Stage
●飯野美紗子、岩淵桃音、片平美那、神戸光歩、鈴木陽斗実、田中有紀 他

25

テレビアニメ「境界のRINNE」スペシャルステージ
TV animation"RIN-NE"Special Stage
●石川界人、木村良平、山口勝平

11:40〜12:20 2

トーク

12:40〜13:40 3

記者発表

14:00〜14:40 4

トーク

15:00〜15:40 5

トーク

『青空アンダーガールズ！』スペシャルステージ

17:45〜18:25 6

19:15〜19:55 7

『AOZORA UNDER GIRLS!』Special Stage
●飯坂紗幸、井上ほの花、岩井映美里、内野明音、奥谷楓、菅愛理、北野更、相良茉優、澤田美晴、杉町麻由子、
高橋花林、高柳知葉、西川舞、早瀬莉花、陽向さおり、藤川茜、本田かおり、望田ひまり、和田京子（予定）

新作発表

（仮）バーチャルアイドルプロジェクト 〜NTTドコモ×ミグ文化×中国移動 presents〜

トーク

トーク

11:35〜12:15 2

16:05〜16:45 5

17:00〜17:40 7

CLOCKWORK PLANET
●南條愛乃、加隈亜衣、大西沙織、松田健一郎、千本木彩花

「劇場版 マジンガーZ」
（仮題）
MAZINGER Z
●森久保祥太郎、茅野愛衣

トーク

i☆Ris in AnimeJapan

ライブ

i☆Ris in AnimeJapan
●i☆Ris（山北早紀、芹澤優、茜屋日海夏、若井友希、久保田未夢、澁谷梓希）

トーク

TVアニメ「覆面系ノイズ」放送直前スペシャルステージ
TV animation「The Anonymous Noise」special stage
●早見沙織 、山下大輝、内山昂輝

『リトルウィッチアカデミア』スペシャルステージ

トーク
ライブ

"Little Witch Academia" Special Stage
●潘めぐみ、折笠富美子、村瀬迪与、YURiKA、大原ゆい子

10:40〜11:20 1

Animelo Summer Live 2017 記者発表会
Animelo Summer Live 2017 Press Conference
●Animelo Summer Live 2017出演アーティスト、鷲崎健（司会）

「マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝」スペシャルステージ
「MAGIA RECORED PUELLA MAGI MADOKA MAGICA SIDE STORY」Special Stage
●麻倉もも、佐倉綾音、悠木碧

TVアニメ「正解するカド」放送開始直前記念トークイベント
KADO : The Right Answer Special Talk Stage
●三浦祥朗、Ｍ・Ａ・Ｏ、釘宮理恵、高橋祐馬（司会）

新作発表

TVアニメ「まけるな!!あくのぐんだん！」スペシャルステージ

トーク

TV Animation Makeruna!! Akunogundan! Special Stage
●徳井青空（原作）、京極尚彦（監督）、巽悠衣子

トーク

武装少女マキャヴェリズム スペシャルステージ
Armed Girl's Machiavellism Special Stage
●畠中祐、高田憂希、日高里菜、日岡なつみ

新作発表

「アトム ザ・ビギニング」放送直前スペシャルステージ

トーク

ATOM THE BEGINNING
Special stage before the On Air
●中村悠一、井上雄貴、櫻井孝宏、小松未可子、佐倉綾音（予定）

26

11:40〜12:20 2

トーク

12:40〜13:40 3

トーク

14:00〜14:40 4

トーク

15:00〜15:40 5

トーク

16:00〜17:00 6

カラオケ

TVアニメ「カブキブ！」スペシャルステージ
KABUKIBU Special Stage
●市川太一、逢坂良太、河西健吾、島﨑信長

第３回 アニラジアワード 受賞者によるコラボラジオステージ
The 3rd Aniradi Awards, Winners Collaboration Stage
●第3回アニラジアワード受賞者より数名参加

宇宙戦艦ヤマト2202

愛のトークショー

STAR BLAZERS 2202 Talkshow of Love
●羽原信義（監督）、福井晴敏（ストーリー構成）

「ポッピンQ」スペシャルトークイベント
"POP IN Q" Special talk event
●瀬戸麻沙美、種﨑敦美、小澤亜李、田上真里奈、本渡楓、金丸裕（東映アニメプロデューサー）

AJ x LIVE DAM STADIUM【アニカラ☆JAPAN】
スペシャルステージ
AJ x LIVE DAM STADIUM【ANIKARA☆JAPAN】SPECIAL STAGE
●吉田尚記（司会）、各アニメ作品関係者
通信カラオケLIVE DAM STADIUMで配信中の人気アニメ映像付カラオケを大紹介！
※「AJ × LIVE DAM STADIUM【アニカラ☆JAPAN】スペシャルステージ」のみ全席自由観覧となります。

34

35

ファミリーアニメフェスタ

ファミリーアニメフェスタ

14:35〜15:15 4

クロックワーク・プラネットAJスペシャルステージ

日︵日︶

13:05〜13:45 3

新作発表

16:00〜16:40 6

３月

日︵日︶

26

(Tentative)Virtual Idol Project〜NTT DOCOMO×MIGU×China Mobile presents〜
●鈴木みのり、岩井映美里 他

｢SAKURA QUEST｣ Special Conference on Operations Report at AnimeJapan/ Manoyama Tourism Association
●七瀬彩夏、上田麗奈、安済知佳、田中ちえ美、小松未可子

ビジネス

３月

ビジネス

10:05〜10:45 1

トーク
ライブ

TVアニメ『サクラクエスト』スペシャルステージ 間野山観光協会作戦報告臨時会議

クリエイション

クリエイション

14:35〜15:15 4

トーク

This stage is open for anyone to view.*From this year, in order to ensure our attendees' safety, the stage's
seats located in the front will be "application and lottery" only.

日︵土︶

13:05〜13:45 3

新作発表

MAGICAL CIRCLE GURUGURU Special Stage
●石上静香、小原好美 他

どなたでも観覧可能なステージです。
※本年度よりお客様の安全を考慮し、ステージ前方の客席部分のみ「事前応募・抽選制」となりました。

３月

日︵土︶

25

TVアニメ「魔法陣グルグル」スペシャルステージ

メイン

３月

メイン

10:05〜10:45 1

BLUEステージ

フードパーク

ノベルティ情報！
dアニメストア会員限定

Food Park supported by d AnimeStore

In the newly established East Hall 7, "Food Park supported by d AnimeStore" has opened. AnimeJapan's
original menu is ready, thanks to the votes from d AnimeStore. Both delicious and fun to watch, please
enjoy to your heart's content.

メイン

メイン

supported by dアニメストア

会計時にマイページ掲示でオリ
ジナルコースタープレゼント！
……………………………………
会員以外の方でもオリジナルス
テッカーがもらえるチャンスが!!
→詳しくは会場で！

前回好評だった飲食エリア「フードパーク」を、今回新設された東7ホールにて、
「フードパーク supported by
ｄアニメストア」として実施。ｄアニメストアで実施されたアンケートを基にAnimeJapanならではのオリジ
ナルメニューが実現しました。アニメ作品とコラボした、見て楽しくておいしいメニューをお楽しみください。

メニュー Menu
￥800（税込）

￥700（税込）

￥600（税込）

￥550（税込）

蜂須賀虎徹の
加須底羅

坂ノ下商店の
肉まんカレーまんセット

Tsumugi's Favorite Pork Okonomiyaki

Not the Giant Toad!
Fried Chicken Explo-Don!

hachisukakotetsu's Castella

Sakanoshita's
Steamed Meat & Curry Bun Set

つむぎも大好きなマヨネーズとお好みソースがたっぷりかか
った笑顔がいっぱいになる豚玉のお好み焼き。

ジャイアントトードのから揚げ丼ならぬ、特製塩ダレとマヨ
ネーズと刻み海苔をトッピングしたボリューム満点の鶏から
揚げ丼。

ホイップクリームを添えて、甘くまろやかさが際立った蜂須
賀虎徹が平野藤四郎にプレゼントした特製加須底羅。

烏野高校排球部員も思わず下校中に食べてしまうあったか肉
まんとカレーまんセット。オリジナルの坂ノ下商店包装紙付
き。

クリエイション

ジャイアントトードじゃない !
鶏から揚げのエクスプロー丼

クリエイション

つむぎも大好き
豚玉お好み焼き

Pork Okonomiyaki with Tsumugi
mayonnaise and sauce.

s favorite

Ⓒ雨隠ギド・講談社／「甘々と稲妻」製作委員会

Deep fried chicken with special salt sauce,
mayonnaise, and seaweed on rice.
Ⓒ2017 暁なつめ・三嶋くろね／KADOKAWA／このすば2製作委員会

Ⓒ2016 アニメ『刀剣乱舞‑花丸‑』製作委員会

￥850（税込）

A set of steamed meat & curry bun in original
Sakanoshita wrap.
Ⓒ古舘春一／集英社・
「ハイキュー!!3rd」製作委員会・MBS

ドリンク
メニュー
Drink M
enu

￥850（税込）

シャロのお気に入り
ホットドック

サシャのふかした芋
たっぷりカレー

ヴィクトルも大好き！
ゆ〜とぴあかつきのカツ丼

Syaro's Favorite Hot dog

Sasha's Steamed Potato Curry

Victor Can't Have Enough!
Katsu-Don at EUTOPIA Katsuki

ビジネス

ビジネス

￥600（税込）

Sweet and mellow, a special Castella gifted from
hachisukakotetsu to hiranotohshiro.

お茶（カフ

ェイン入
Tea (ca
り）
ﬀeinate
d)

お茶（ノン

カフェイ
Tea (no
ン）
n-caﬀe
inated)

水

ファミリーアニメフェスタ

ファミリーアニメフェスタ

Water

オレンジ
ジュース
J

Orange

uice

カルピス
ウォータ
Calpico
ー
コーラ

Cola
大きめのパンにソーセージを挟み、ピクルスとフライドオニ
オン、BBQソースを隠し味に仕上げたシャロも大好きなホッ
トドック。

サシャが食べていたじゃが芋をイメージしたほくほくのじゃ
が芋たっぷりのカレーライス。カレーとふかし芋の相性が抜
群。

Syaro's favorite hot dog with pickles and fried onion,
with BBQ sauce as a hidden ﬂavor, in a large bread.

Curry rice full of Sasha's favorite steamy potato.

Juicy cutlet with creamy egg, with Makkachin-shaped
seaweed on rice.

ⒸKoi・芳文社／ご注文は製作委員会ですか？？

Ⓒ諫山創・講談社／「進撃の巨人」製作委員会

Ⓒはせつ町民会／ユーリ!!! on ICE 製作委員会
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ジューシーなカツととろとろの卵を一緒に食べる満足感たっ
ぷりのカツ丼。マッカチン型のオリジナル海苔付き。

￥200（税込
）
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デザイナーズアニメTシャツストア Original Designers Anime T-shirts Store

オフィシャルグッズ

様々なアニメ作品とデザイナーがコラボしたオリジナルデザインTシャツを展示・受注販売します。
Original designs featuring popular anime on fashionable T-shirts will be displayed and available for sale.

Oﬃcial Goods

・アイドルマスター／アイドルマスター シンデレラガールズ
・Wake Up, Girls！
・この素晴らしい世界に祝福を！ 2
・世界名作劇場シリーズ
（私のあしながおじさん／トム・ソーヤーの冒険）
・
〈物語〉シリーズ
・Re:ゼロから始める異世界生活

「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プレミアムな限定コラボグッズ
を展示・販売します。
With the theme of "Tradition and Anime in Daily Life, " premium collaboration goods of popular anime works
crossed over with Japanese traditional crafts will be displayed and available for sale.

×江戸切子（東京都）
ⒸKoi･芳文社／ご注文は製作委員会ですか？？

オールドグラス

ⒸTSUKIANI.

がま口ペンケース Frame pencil case
が

Old Glass

（Six Gravity Ver. / Procellarum Ver.）
（

￥16,800（税込）

各￥4,800（税込）
Six GravityとProcellarumそれぞれのキャラクターのモチーフが上品に織ら
G
れた高級感あるがま口ペンケース。

×京うちわ（京都府）

●販売方法について
全アイテム会場及びアニメイトWEBサイト（期間限定）にて受注を行い、後日お手
元に発送させていただきます。会場にて予約購入の場合のみ
「送料無料」
となります。
アニメイトWEBサイトにて予約購入の場合は別途送料がかかります。
アニメイトWEBサイト予約販売期間：3月25日（土）10:00〜4月10日（月）23:59
※会場ではクレジットカードがご利用可能です。アニメイトWEBサイトではクレ
ジットカード及びPayPalがご利用可能です。
●受注数について 購入枚数の制限はございません。

×京うちわ（京都府）

Ⓒ2016 アニメ『刀剣乱舞‑花丸‑』製作委員会

ⒸNitroplus・DMM GAMES/「活撃 刀剣乱舞」製作委員会

両面透かし団扇 Double-side watermarked fan

両面透かし団扇 Double-side watermarked fan
（大和守安定Ver. / 加州清光Ver.）

（三日月宗近Ver.）

￥5,500（税込）

各￥5,500（税込）

繊細にカットされた刀剣男士「三日月宗近」のシルエ
ットが両面透かしによって美しく浮かび上がる団扇。

繊細にカットされた刀剣男士「大和守安定」
「加州清光」のシルエットが両面透
かしによって美しく浮かび上がる団扇。

全12種

×九谷焼（石川県）

原作：モンキー・パンチ ⒸTMS

盃セット

Cup Set

￥10,000（税込）
作品の世界観にマッチした渋さと深みがある盃。鉄竜
会の家紋が金でデザインされた赤Ver.と石川五ェ門が
線画でデザインされた黒Ver.の2種セット。

/ M / L / XL

Ⓒはせつ町民会／ユーリ!!! on ICE 製作委員会

フリーカップ

Free Cup
（勝生勇利Ver. / ユーリ・プリセツキーVer. / ヴィクトル・ニキフォロフVer.）

各￥2,800（税込）
キャラクターのイメージカラーを基調とし、繊細な模様とスケート靴をデザイ
ンアクセントとして入れたフリーカップ。

●販売方法について
全アイテム会場及びアニメイトWEBサイト（期間限定）にて受注を行い、後日お手元に発
送させていただきます。会場にて予約購入の場合のみ「送料無料」となります。アニメイ
トWEBサイトにて予約購入の場合は別途送料がかかります。
アニメイトWEBサイト予約販売期間：3月25日（土）10:00〜4月10日（月）23:59
※会場ではクレジットカードがご利用可能です。アニメイトWEBサイトではクレジット
カード及びPayPalがご利用可能です。
※各アイテム予定数に達し次第、受注を終了します。

AJガチャ AJ Gacha
人気タイトルから最新作まで、様々な絵柄が楽しめる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 2017のために描き下ろされたオリジナルデザイン含む30種を
販売します。
Various titles from new works as well as popular anime will be reproduced on pin badges in the fun "AJ
Gacha." These AnimeJapan special pin badges will be available for purchase randomly. We are preparing
30 designs including the designs drawn specially for AnimeJapan 2017.

ビジネス

ビジネス

×有田焼（佐賀県）

Size：S

©BNEI／PROJECT iM@S
©Green Leaves / Wake Up, Girls！ 3製作委員会
©2017 暁なつめ・三嶋くろね／KADOKAWA／このすば2製作委員会
©NIPPON ANIMATION CO., LTD.
©西尾維新／講談社・アニプレックス・シャフト
©長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会

×波佐見焼（長崎県）

ⒸTYPE-MOON / FGO PROJECT
実物は
オフィシャルグッズ ワイングラス Wine Glass
コーナーで
￥14,000（税込）
展示中！
「聖杯」をイメージして、キャラクターの紋章や旗、

宝具をデザイン要素として取り入れた優美なワイング
ラス。

各￥3,500（税込）

クリエイション

クリエイション

ラビットハウスをイメージしたデザインを、江戸切子
特有のカットとサンドブラスト加工で表現したオール
ドグラス。

・THE IDOLM@STER /
THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS
・Wake Up,Girls！
・KONO SUBARASHII SEKAI NI SYUKUFUKU WO! 2
・World Masterpiece Theater Series
(Daddy Long Legs / The Adventures of Tom Sawyer)
・
〈Monogatari〉Series
・Re:Zero -Starting Life in Another World-

×西陣織（京都府）

メイン

メイン

コラボ作品リスト

伝統工芸×アニメ Traditional Crafts × Anime

●受注数について
お一人様1商品につき、1種各1個までとさせていただきます。

※画像はイメージです。実際の商品や価格等は変更になる場合がございます。†These images are for illustrative purposes only. The actual products and prices may vary.

Traditional Crafts "KUMIHIMO" Bracelet Making Workshop supported by "your name."

映画
『君の名は。』
協力の下、
「組紐」のブレスレット作りを体験することができます。工
芸士から直接教えてもらいながら、伝統工芸の奥深さを味わってみてはいかがでしょ
うか。組紐ブレスレット制作キット
［2,500円
（税込）
］
も組紐体験受付にて販売します。
Experience KUMIHIMO making, a Japanese braided bracelet, made popular once
again by the movie "your name." at ﬁrst hand. Braided bracelet At the workshop's
reception, you may also purchase braided bracelet kit for ¥2,500 (tax included).
料金：￥3,000（税込）体験時間：約30分 Price: ¥3,000 (tax included) Workshop time: 30 minutes

Ⓒ2016「君の名は。
」製作委員会
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※『君の名は。
』の作中に出てくる組紐ではございませんので、予めご了承ください。
※両日とも午前中は参加整理券を先着順に配布いたします。体験人数には限りがありますのでご注意ください。
※午後は事前予約の方のみとなります。事前予約の申し込みは終了しました。
†Please be reminded that it will not be identical braided cord as the one in movie your name.
†Numbered tickets will be handed out for the morning session on ﬁrst-come basis. Please note that the ticket numbers are limited.
†The afternoon session is reservation-only. Application is closed now.

（缶バッジ1個／カプセル）
￥300（税込）

￥300 for each capsule.

ⒸNIPPON ANIMATION CO., LTD. Ⓒ西﨑義展/宇宙戦艦ヤマト2202製作委員会 Ⓒ赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会 Ⓒタツノコプロ
ⒸNitroplus・DMM GAMES/「活撃 刀剣乱舞」製作委員会 ⒸGIRLS und PANZER Film Projekt Ⓒ創通・サンライズ Ⓒ高橋留美子・小学館／
NHK・NEP・ShoPro ⒸT-ARTS / syn Sophia / キングオブプリズム製作委員会 ⒸSpeakeasy・マーベラス／クオリディア製作委員会 Ⓒ藤
巻忠俊／集英社・劇場版「黒子のバスケ」製作委員会 ⒸYana Toboso/SQUARE ENIX,Project Atlantic ⒸKoi･芳文社／ご注文は製作委員会で
すか？？ Ⓒ2017 暁なつめ・三嶋くろね／KADOKAWA／このすば2製作委員会 Ⓒ2017 丸戸史明・深崎暮人・KADOKAWA ファンタジア文
庫刊／冴えない♭な製作委員会 Ⓒ2012, 2017 SANRIO CO.,LTD. SHOWBYROCK!!製作委員会# Ⓒ柳広司・KADOKAWA／JOKER GAME
ANIMATION PROJECT Ⓒ諫山創・講談社／「進撃の巨人」製作委員会 Ⓒ東映アニメーション/木下グループ/東映 ⒸProject シンフォギアＧ
Ｘ Ⓒ「戦国鳥獣戯画」製作委員会 Ⓒ2016 川原 礫／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス刊／SAO MOVIE Project ⒸTSUKIANI.
Ⓒ2016 アニメ『刀剣乱舞‑花丸‑』製作委員会 ⒸGoHands,Frontier Works,KADOKAWA／Project-HS Ⓒ手塚プロダクション Ⓒ2016 島田
フミカネ・KADOKAWA／第502統合戦闘航空団 Ⓒ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 Ⓒヤマザキ
コレ/マッグガーデン Ⓒはせつ町民会／ユーリ!!! on ICE 製作委員会
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伝統工芸品「組紐」体験 ブレスレット作り supported by 「君の名は。」

コスプレイヤーズワールド
Cosplayer's World

撮影シチュエーション Situations for Photography
ハコスタ協力の下、コスプレイヤーの皆さんに楽しんでいただける背景をご用意します。
Special thanks to HACOSTA, photo-backgrounds for cosplayers enjoyment will be available.

協力：ACOS、HACOSTA

メイン

メイン

今回のコスプレイヤーズワールドは、東7ホールへ移動し「スペースを拡大」して展開！「プレミアム女子更衣
室」
「オフィシャル背景」の設置を行い、さらに充実したコスプレエリアを目指します。
This year, Cosplayer's World has moved to East Hall 7 to "enlarge its space"! "Premium Ladies Changing
Room" and "Oﬃcial Backgrounds" will be set up in order to create a further enriched cosplay area.

料金／利用時間／エリア

Operating hours/Fees/Area

コスプレイヤーズワールドMAP
MAP: Cosplayer's World

■コスプレ登録料 1,000円（税込）
Fee ￥1,000（tax included）
※更衣室、クロークの利用が可能です
†Changing room and cloak room included.

屋外コスプレエリア
Outdoor Cosplay Area

クリエイション

クリエイション

■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
・屋内コスプレエリア
Indoor Cosplay Area

屋内コスプレ
エリア

◀◀AnimeJapanオリジナルの
背景も用意！

Indoor
Cosplay Area

AnimeJapan original
background is coming too!

10:00〜17:00
・屋外コスプレエリア
Outdoor Cosplay Area

Twitterコスプレ公式アカウント Twitter Oﬃcial Account

11:00〜16:30

★プレミアム女子更衣室
今年初登場の「プレミアム女子更衣室」は、個室でメイクや着替
えをしたいお客様のためのテーブルスペースとなっています。
The new service "Premium Ladies Changing Room" is a
space with tables for attendees who would like to change
and do makeup privately.

The features of the venue, pictures of oﬃcially photographed cosplayers, and special on-the-day tweets
will make cosplay even more fun!

ビジネス

ビジネス

当日のコスプレイヤーズワールドの状況や、公式で撮影したコスプレイヤーさんの写真等、当日ならではのツ
イートでコスプレイヤーズワールドを盛り上げます！

※利用時間は当日の準備の都合上、前後する可能性がございます
† Operating hours are subject to change depending on
preperations during the day of the event.

※公式情報発信用。リプライ・DM等にはご回答できませんのでご了承ください。
†This is oﬃcial PR information only. Replies/DMs will not be responded to.

※チケットは事前販売制。チケットにあまりがある場合は当日販売を行います。
† Tickets are available by pre-sale. Unsold tickets may be available at the door as day-of
tickets.

Regulations in Cosplayer's World

○撮影をする時、撮影される時は、まわりの環境や人に注
意を払って行ってください。
○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。撮影許可の場所以外でのコスプレ撮影
は禁止です。
○撮影をする時は相手の許可を貰ってから行ってくださ
い。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。
○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。
その他、P.88の注意事項もご覧ください。
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○ Please be mindful of other attendees while
shooting.
○ Photography must be done in designated
spaces (indoor/outdoor cosplay areas).
Photography of cosplay in unauthorized
areas is prohibited.
○ Please ask for a permission from
cosplayers to take pictures, and do not
force them to do certain poses.
○ No costumes that overly expose a
cosplayer's body, or may disturb other
attendees are allowed.
Please check P.89 for more precautions.

「アニメ化してほしいマンガ」
展
"Manga we want to see animated" Library

日本全国47都道府県で店舗展開するマンガ・アニメ・ゲーム関連グッズの専門店「アニメイト」
。
そのスタッフが選んだ、アニメ化してほしいマンガをずらりと展示し、1巻の試し読みができるコーナーを展
開します。いちファンでもあり、仕事としてもアニメやマンガに精通しているアニメイトスタッフならではの
作品選定に注目！
アニメ、マンガの今を知りたいならココ「アニメ化してほしいマンガ」展へ。
animate Ltd. Is the largest manga, anime, game related goods retailer, operating across 47 regions in Japan.
Now, their staﬀs chose the manga titles they want to be turned into an anime. The 1st volumes of each
selected titles are available to read. Please enjoy the selections by animate staﬀ, who are both fans and
professionals in anime & manga!
The most recent trend in anime & manga? Here it is, "Manga we want to see animated" Library!
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コスプレイヤーズワールドの主なルール

AJ Night 2017
メイン

AnimeJapan 2017 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。話題のアニソンクラ
ブ系イベントを世界最大級のアニメイベント『AnimeJapan』プロデュースで行います。DJプレイやアーティ
ストによるライブ等、ファンの皆様にアニソンを立体的に楽しんでいただけるイベントを展開します。
Anisong Club Night is Coming Up! AnimeJapan 2017 Saturday Night Fest! A spin off program of
"AnimeJapan 2017" is coming on March 25 [Sat] at Toyosu PIT.
■会期 2017年3月25日（土） 開場 17:00／開演 18:00
■展開内容 DJ／VJ／ライブ 等

■会場

豊洲PIT

■出演者
DJ

VJ

（五十音順）

（五十音順）

クリエイション

アイドルマスター
クリエイターズ

遠藤ゆりか＆
DJ和

ZAQ with
DJ MarGenal

DJ from K
（angela）

DJ
WILD PARTY

綾野ましろ

イヤホンズ

久保ユリカ

沼倉愛美

Luce Twinkle
Wink☆

motsu
×DJ KAYA

KITUNE

Live
Act
（五十音順）

u-z

Routes

AJ Circuit in 両国国技館
ビジネス

ANIME COLLECTION 2017 SPRING
今春話題の新作アニメが一堂に会する一夜限りの合同上映祭です。各作品第1話の本編上映に加え、スタッフに
よるトークコーナーを実施します。
Upcoming new anime in spring will get together for this one night for a joint screening. In addition to airing
the ﬁrst episode of each series, talk-sessions will be held by production staﬀs.
■会

期

■会
場
■展開内容

2017年3月25日（土）
開場 16:00／開演 17:00
両国国技館
新作春アニメの上映会
スタッフによるトークショー

○上映作品
・エロマンガ先生
・機動戦士ガンダム サンダーボルト
・サクラクエスト
・正解するカド
・Re:CREATORS

「AnimeJapan 2017」
半券又は入場券
提示で入場可!!
詳しくは
AnimeJapan公式サイトまで

ファミリーアニメフェスタ

※写真はイメージです。*These images are for illustrative purposes only.

ANISONG WORLD MATSURI 2017
2016年夏にロサンゼルス「Anime Expo 2016」にて開催されたアニソンイベント『Anisong World Matsuri
"祭"』を、
『AJ Circuit in 両国国技館 ANISONG WORLD MATSURI 2017』として開催します。
Anisong World Matsuri, the first anime/anime song event held in Anime Expo 2016 in Los Angeles
during the summer, is now making a comeback as AJ Circuit in Ryogoku Kokugikan ANISONG WORLD
MATSURI 2017 on Sunday March 26th!
■出演者
■会
期 2017年3月26日（日）
開場 16:00／開演 17:00
■会
場 両国国技館
■展開内容 アニメ主題歌を多数リリースする
アーティストによるライブイベント
T.M.Revolution
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JAM Project

OLDCODEX

Production Works Gallery

プロダクション ワークス ギャラリー

ナイトメア

今年のProduction Works Galleryでは、2016年に公開された劇場版『名探偵コナン 純黒の悪夢』を題材とし、
「エンドロールをひも解く」をテーマに、本編のエンドロールに流れる「職種」の仕事内容やコナンに対する想い
を、大ヒットに導いたご本人たちのコメント入りで紹介します。
アニメ創りの楽しさを感じて、キミもアニメ業界を目指してみませんか？
Admiration for Anime Creation This year, Production Works Gallery picked up 2016 movie Detective
Conan: The Darkest Nightmare. The goal is to decode the end credits. Various professions in the end
credits will be featured, with comments by the professionals involved.
By feeling an excitement of anime-making, why not pursue an anime career?
ナイトメア

Theme Material: Detective Conan: The Darkest Nightmare
小学館「週刊少年サンデー」にて1994年から連載中のマンガをアニメ映画化。原作は青山剛昌氏。
2016年にアニメ制作20周年を迎え、本作は劇場版アニメ映画として20作目となりました。
監督／静野孔文、脚本／櫻井武晴、制作会社／トムス・エンタテインメント、製作／「名探偵コナン」製作委員会

A ﬁlm adaptation of the ongoing series since 1994 in Weekly Shonen Sunday, created by Gosho Aoyama.
2016 marks its 20th anniversary. The movie is the 20th ﬁlm adaptation in the legacy.
Director: Kobun Shizuno, Scriptwriter: Takeharu Sakurai, Animation: TMS Entertainment, Production: Detective Conan Production Committee

青山剛昌 Gosho Aoyama
櫻井武晴 Takeharu Sakurai
諏訪道彦 Michihiko Suwa
寺岡巖 Iwao Teraoka
永岡智佳 Chika Nagaoka
須藤昌朋 Masatomo Sudo
岩井伸之 Nobuyuki Iwai
金井次朗 Jiro Kanai
小川浩 Hiroshi Ogawa
奥本静香 Shizuka Okumoto
中尾総子 Fusako Nakao 渡邉裕美 Hiromi Watanabe
佐藤勝 Masaru Sato
長谷川弘行 Hiroyuki Hasegawa
福島孝喜 Kouki Fukushima
西山仁 Zin Nishiyama
松倉大樹 Daiki Matsukura
浦上靖之 Yasuyuki Urakami
田中章喜 Akiyoshi Tanaka
横山正和 Masakazu Yokoyama
田中陽介（ベイブリッジ・スタジオ） Yosuke Tanaka
岡田輝満 Terumitsu Okada
小沼俊 Shun Onuma
林原祥一 Shoichi Hayashibara
柴田勝史 Masashi Shibata
小宅由貴恵 Yukie Koyake
下村弘樹 Hiroki Shimomura
三浦陽児 Yoji Miura
近藤秀峰 Shuho Kondo 石山桂一 Keiichi Ishiyama
静野孔文 Kobun Shizuno

Production Works Galleryを見ると見ないとでは、4月から公開される
劇場版最新作『名探偵コナン から紅の恋歌』の楽しみ方が変わるかも！？
ラブレター

原作／青山剛昌 ｢名探偵コナン｣（小学館 ｢週刊少年サンデー｣ 連載中） ©2016 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

アニメ制作体験ブース Animation Production Experience booth
アニメ業界への第一歩！ アニメの専門学校が「ア
ニメ制作体験」ブースを展開します。
Production Works Galleryを観覧した後は、体
験ブースで実際の仕事を体験してみましょう！
First step to the industry! Anime tech schools
open "Anime Production Workshop" booths.
After exploring Production Works Gallery,
come to the booths and experience the actual
jobs!
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Seeing Production Works Gallery may change the way
you can enjoy the upcoming movie Detective Conan: Crimson Love Letter ?!

ROAD TO ANIME INDUSTRY CORNER
「絵が描けなくてもできるアニメのお仕事」ステージ
Stage for Animation jobs without drawing skills

■日本工学院専門学校 NIHON KOGAKUIN COLLEGE
デジタル作画ソフト「STYLOS」を使用したアニメーターの基
礎技術、原画の線を清書するクリーンナップ体験
Workshop for "Clean-Up" in digital animation production

Production Works Galleryで紹介された「職種」の他にも、アニメ業界で働く先輩方から学校では教えてくれ
ないアニメ制作周辺のお仕事を紹介！ 絵が描けなくてもできるアニメの仕事ってこんなにもある!?
Aside from the shown list of Production Works Gallery, more anime-related jobs will be introduced by
professionals! There are THIS many non-drawing anime jobs?!

■東放学園映画専門学校
TOHO GAKUEN Film Techniques Training College
液晶タブレットと「CLIP STUDIO PAINT EX」を使った、簡単
なデジタル作画体験
Easy workshop on digital drawing using a tablet and "CLIP
STUDIO PAINT EX".

詳しくはP.48
Details on page 48
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ROAD TO アニメ業界コーナー

ビジネス

ビジネス

原作 Author
脚本 Screenwriting
企画 Planning
絵コンテ協力（絵コンテ） Storyboards
演出 Technical Director
キャラクターデザイン／総作画監督 Character Design / Chief Animation Director
作画監督 Animation Supervisor
原画 Key Animation
デザインワークス Design Works
動画チェッカー・動画 In-Between Check
色彩設計／色指定／仕上検査 Color Coordination / Design / Check
美術監督 Art Director
3D背景ディレクター 3D Background Director
美術設定 Background Artist
撮影監督 Camera Director
3DCGⅠ 3DCGI
音響監督 Sound Director
ミキサー Mixer
音響効果 Sound Eﬀects
タイトルロゴデザイン Title Logo Design
編集 Editor
マーチャンダイズ・ディレクター Merchandising Director
宣伝プロデューサー Promotion Producer
海外広報 International PR
文芸担当 Script Supervisor
設定進行 Design Manager
制作担当 Production Manager
プロデューサー Producer
監督 Director

クリエイション

クリエイション

題材は劇場版『名探偵コナン 純黒の悪夢』

※映画のエンドロールの登場順の表記となります

名前／Name

メイン

メイン

「アニメ創りに、憧れを。」

主な職種 Production Roles
職種／Professions

アニメ業界の第一線で活躍するクリエイターによる体験講座や、アニメ業界の最新情報をお届けするステージ
です。アニメ業界のイロハから最新情報まで、様々なステージや講座をお届けします。

セミナーステージ

Stage presenting special seminars by creators from the front lines of Anime industry and industry news.
We bring you various programs presenting topics from Anime industry basics to latest information.

Seminar Stage

ビジネスセミナー トークイベント

３月26日（日）
ビジネスセミナー トークイベント・発表会・ 記者会見

※当日10:00より座席整理券配布予定

10:45〜11:30 『DEVILMAN crybaby』原作・永井豪＆監督・湯浅政明スペシャル生対談

※当日10:00より座席整理券配布予定

11:00〜11:45 Manga-Anime Guardians Project 2017 〜西川貴教 カウンシラー就任式〜

"DEVILMAN crybaby" Author Go Nagai & Director Masaaki Yuasa - Special Live Talk Show

Manga-Anime Gurdians Project 2017, Mr. Takanori Nishikawa's inauguration ceremony to counciller of Manga-Anime Anti-Piracy Committee
●出演者：西川貴教 / Takanori Nishikawa（マンガ・アニメ海賊版対策協議会 カウンシラー、アーティスト）
、古
澤佳寛 / Yoshihiro Furusawa（
『君の名は。
』エグゼクティブ・プロデューサー、東宝株式会社 映像本部 映像事
業部 映像企画室 室長）
、桶田大介 / Daisuke Okeda（マンガ・アニメ海賊版対策協議会 事務局長）
、ダニー・チ
ュー / Danny Choo（モデレーター、スマートドールクリエイター、MIRAI株式会社 代表取締役）
●今回のステージでは、マンガ・アニメ海賊版対策協議会による「Manga-Anime Gurdians Project (MAGP)」の活
動説明と報告を行います。加えて、世界で活躍し発信力の高いアーティスト西川貴教氏の協議会カウンシラー就任
と、アジアを中心に世界で大ヒット中の『君の名は。
』エグゼクティブプロデューサーの古澤佳寛氏のコメントを、
TV番組や海外イベントで日本のポップカルチャーを発信中のダニー・チュー氏をモデレーターに進行し、魅力ある
ステージを実現します。

●出演者：永井豪 / Go Nagai（
『DEVILMAN crybaby』原作）
、湯浅政明 / Masaaki Yuasa（
『DEVILMAN crybaby』監督）
●新たなデビルマンのプロジェクト「DEVILMAN crybaby」
。先日発表されたばかりの本プロジェクトの始動を記念して、AnimeJapan
にて『デビルマン』原作・永井豪と『DEVILMAN crybaby』監督・湯浅政明のスペシャル生対談を実施。ここでしか聞けないエピソード
も!? お楽しみに。

クリエイター体験講座

※当日10:00より座席整理券配布予定

11:50〜12:50 アニメの『監督』について

※受講者事前課題あり、立ち見は当日観覧可

12:05〜13:35 アニメと『企画』について

Directing for Anime

Project Planning of Anime

●講師：静野孔文 / Kobun Shizuno
●静野監督が考える「アニメの監督」とは？ 海外作品制作の経験も豊富な静野監督がこれまで携わってきた監督とい
う仕事についてお話しいただきます。

●講師：森下勝司 / Katsuji Morishita
●アニメの「企画」を立てるとは？ プロダクション・アイジーの森下氏が、アニメづくりを中心に、映像制作物の「企
画」について講座を開いていただきます。

静野孔文プロフィール●2005年北米にて放送された『G.I. Joe SIGMA6』の総監督を契機に、日本国内にとどまらないグローバ
ルな活躍を続けるアニメーション監督。2011年、劇場版15周年となる『名探偵コナン 沈黙の15分（クォーター）
』以降、劇場版『名
探偵コナン』の監督を続けている。主な監督作品は『G.I. Joe SIGMA6（U.S TVシリーズ）
』
『
、ARMORED CORE FORT TOWER
SONG（OVA）
』
『
、劇場版名探偵コナン 沈黙の15分（クォーター）
』
、2017年『劇場版名探偵コナンから紅の恋歌（ラブレター）
』と
アニメーション映画『GODZILLA』の公開が控えている。

森下勝司プロフィール●2002年5月入社、同年6月企画室室長、2010年年8月取締役就任。また2014年10月に設立されたグル
ープ会社である「シグナル・エムディ」の代表取締役社長も兼任。主な作品に、
『進撃の巨人』
『
、攻殻機動隊ARISE』シリーズ、
『黒子
のバスケ』シリーズ、
『ハイキュー!!』シリーズ、
『CYBORG009 CALL OF JUSTICE』
。カンヌ国際映画祭にノミネートされた『イ
ノセンス』では、アソシエイトプロデューサーとしてクレジットされている。最新作は、
『ひるね姫〜知らないワタシの物語〜』
『劇
場版黒子のバスケ LAST GAME』
『ATOM THE BEGINNING」
、そしてシアトリカル・ライブ第3弾『新・義経千本桜』
。

ビジネスセミナー 発表会・記者会見

ビジネスセミナー トークイベント・発表会・ 記者会見

※プレスのみ入場可、完全事前招待制

13:10〜13:55 攻殻機動隊 REALIZE PROJECT

※当日10:00より座席整理券配布予定

13:55〜14:40 アニメNEXT100『日本のアニメ大全』

Ghost in the Shell REALIZE PROJECT

AnimeNext 100『Nihon Anime TAIZEN』
●出演者：吉田力雄 / Rikio Yoshida（株式会社トムス・エンタテインメント 特別顧問、一般社団法人日本動画協
会 副理事長、
「日本のアニメ大全」プロジェクトリーダー）
、とちぎあきら / Akira Tochigi（東京国立近代美術館
フィルムセンター 主任研究員）
、大徳哲雄 / Tetsuo Daitoku（株式会社樹想社 代表取締役・立教大学文学部 文
芸思想専修講師）
、木村智哉 / Tomoya Kimura（明治学院大学 非常勤講師）
、檜山大悟 / Daigo Hiyama（株
式会社アーイメージ 取締役、一般社団法人日本動画協会 データベース・アーカイブ委員）
●『日本のアニメ大全』が取り組むプロジェクトに関する発表。
①日本初の国産アニメーションに関する調査報告 ②2017年実施プロジェクトについて

クリエイター体験講座

※当日10:00より座席整理券配布予定

14:15〜15:00 アニメを活用した地域活性の実例・商品展開

ビジネス

ビジネス

●出演者：タチコマ / Tachikoma 他 / etc.
●『攻殻機動隊 REALIZE PROJECT』は、
『攻殻機動隊』発表から25周年の2014年秋、製作委員会が主体となり、
『攻殻機動隊』に描かれて
いる「電脳」
「義体」等の近未来テクノロジーを実現しよう！ とする産学官民連携のプロジェクトです。本ステージでは、メディア各社様
向けに、2017年度の新プロジェクト発表と、2016年度に公式WEBならびにSNSでご紹介してきた国内攻殻ニュースの中から、これぞ
攻殻！ という研究（開発）の表彰を、ゲストをお迎えし開催いたします。

ビジネスセミナー トークイベント

※受講者事前課題あり、立ち見は当日観覧可

15:00〜16:30 アニメの「動画」を描いてみよう

Examples of Local Development made by using Anime.

Let s Experience In-Between
●講師：舘野仁美 / Hitomi Tateno
●アニメーターの入口でありながら、アニメーションの生命線でもある「動画」
。スタジオジブリで動画チェックを歴
任してこられた舘野さんの指導のもと、受講者には動画（中割）に挑戦していただきます。

●モデレーター：村山慶輔 / Keisuke Murayama（やまとごころ 代表取締役）
、パネラー：アニメを活用した地域活性に取り組まれてい
る方々
●アニメ聖地による地域振興に携わっていらっしゃる地域、企業の方に成功事例をご紹介いただきます。

ファミリーアニメフェスタ

ファミリーアニメフェスタ

舘野仁美プロフィール●『となりのトトロ』から『思い出のマーニー』まで、1987年より27年間、スタジオジブリで動画チェックを
歴任。現在は西荻窪のカフェでオーナーシェフを務めている。著書に、
『エンピツ戦記ー誰も知らなかったスタジオジブリ』
。

ROAD TO アニメ業界

※当日10:00より座席整理券配布予定

15:20〜16:50 「絵が描けなくてもできるアニメのお仕事」ステージ
Stage for Animation jobs without drawing skills
●出演者：成澤和也 / Kazuya Narusawa（バンダイビジュアル）
、福井洋平 / Yohei Fukui（ぴえろ）
、伊藤菜見子 / Namiko Ito
（Super Groupies）
、佐橋計 / Kei Sahashi（ランティス）
●絵が描けなくてもアニメに関わることが出来るお仕事とは？ 業界で働く先輩方から、学校では教えてくれないアニメ制作周辺のお仕事
を紹介！

注意事項
※セミナーステージは座席数に限りがございます。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。
※整理券配布枚数は各ステージによって異なります。詳しくは当日セミナーステージ受付にてご確認ください。
※「クリエイター体験講座」については、事前に課題を提出された方が優先的に着席観覧、および講座体験ができます。立ち見観覧は自由です。
※ステージ内容は変更となる場合がございます。

PRECAUTIONS
*
*
*
*
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Production Works Gallery特別講座

メイン

メイン

３月25日（土）

The seats for Seminar Stages are limited.If the capacity is reached you might be guided to the standing area or refused entry.
The number of available places diﬀer for each seminar. For more information please ask at the seminar reception desk.
Seats for the Creator Workshops will be given ﬁrst to those who handed in the advanced assignment. Free participation from the standing area.
Stage program is subject to change.
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ビジネスエリア

3月23日（木）
・24日（金）開催

Business Area

アニメキャラクター
紹介パネル
ビジネスエリア入口にビジネ
スエリア出展社のキャラクタ
ーを掲出しています。ビジネ
スマッチングのきっかけとし
て、ぜひご活用ください。

AJ × ABPF Anime Business University〈Conference Tower 6F〉

3月23日（木）
・24日（金）

605
606
会議室 会議室

日本国内を中心としたアニメ活用ビジネスの基礎講座を開催しま
す。事前申し込み制ですが、当日も席に余裕があれば聴講が可能で
す。
Intro courses for utilizing anime in Japan's domestic businesses
will be held. Application is required but classes may open to the
public if additional seats are available.
※ビジネスエリア来場登録者対象
※日本語のみでの講義となります。通訳もありません。
†for Business Area attendees only
†The lectures will be given only in Japanese. No translation service will be provided.
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ビジネス関連企画〈メインエリア〉 Business Programs〈at Main Area〉

3月25日（土）
・26日（日）メインエリアでもアニメビジネスに関する様々な企画を実施します。

Various business-themed projects are to be held in the Main Area as well.

東3ホール アニメコラボレーション10選

東6ホール セミナーステージ
※一般の方の参加が可能な企画です。
※ビジネスセミナーは当日の状況により、
ご入場をお断りすることがありますの
で、予めご了承ください。
* This program is open for regular
attendees to participate.
* Entrance to business seminars
may close depending on the
circumstances the day of the
event. We apologize in advance
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AJ×ABPF アニメビジネス大学〈会議棟6F〉

ビジネス

ビジネス

※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。
商談、ビジネス目的でのご来場以外の方はご
入場をお断りする場合がございます。
†The admission to Business area is limited
for whose purpose is business talk with
exhibition and collecting anime contents
information for business. Student and
person who plan to start a business are
not allowed to enter Business area.

クリエイション

クリエイション

Anime Character
Intro Panel
Characters of the exhibitors
are displayed at the Business
Area entrance. Please use
this as an opportunity to
ﬁnd the right match for your
business.

Exibitor List
B1 … Asmik Ace, Inc. ………………………………………60
B2 … Aniplex Inc.……………………………………………60
B3 … Anime Hostel Astro Station ………………………60
B4 … AEON Fantasy Co.,LTD ……………………………60
B5 … avex pictures ………………………………………61
B6 … Anime Expo …………………………………………60
B7 … CREi Inc. ………………………………………………62
B8 … ADK / NAS / d-rights ………………………………60
B9 … NBCUniversal Entertainment Japan …………61
B10… ABC ANIMATION, INC. ……………………………61
B11… EMON CO.,LTD. ……………………………………61
B12… Otakorp, Inc …………………………………………61
B13… KADOKAWA CORPORATION ……………………61
B14… KING RECORDS ……………………………………61
B15… CREEK & RIVER Co., Ltd. ………………………62
B16… KOTOBUKIYA ………………………………………62
B17… Content Business Creation Hub ………………62
B18… SUNRISE INC. ………………………………………62
B19… Tohokushinsha Film Corporation ………………63
B20… JAPAN EXPO ………………………………………62
B21… Shogakukan-Shueisha Productions ……………62
B22… Oﬃce Prion Co., Ltd. ………………………………61
B23… Tatsunoko Production ……………………………62
B24… Tezuka Productions ………………………………63
B25… Tokyo Broadcasting System Television, Inc. …63
B26… The Association of Japanese Animations ……64
B27… TV Asahi Corporation………………………………63
B28… DENTSU ………………………………………………63
B29… TOEI ANIMATION CO., LTD. ………………………63
B30… TOHO CO.,LTD. ………………………………………63
B31… TMS ENTERTAINMENT CO.,LTD. ………………63
B32… NIPPON ANIMATION CO., LTD. …………………64
B33… NIPPON TV …………………………………………64
B34… Peace&Kindness corporation …………………64
B35… Hakuhodo DY music & pictures Inc. …………64
B36… Pierrot Co.,Ltd. ………………………………………64
B37… bilibili ……………………………………………………65
B38… Fanworks Inc. ………………………………………65
B39… GAINAX FUKUSHIMA………………………………65
B40… Fuji Creative Corporation …………………………65
B41… Production I.G ………………………………………65
B42… HINODE POWER JAPAN Executive Committee …64
B43… Beijing ACG Media Co.Ltd ………………………65
B44… PONY CANYON INC. ………………………………65
B45… BONES INC. …………………………………………65
B46… Marvelous Inc. ………………………………………66
B47… Medialink Entertainment Limited ………………66
B48… Anime Festival Asia 2017 / SOZO Private Limited …60
B49… NetEase Onmyoji ……………………………………64
B50… U17 Animation ………………………………………66
B51… Yomiuri-TV/YTE ……………………………………66
B52… ReedPOP ……………………………………………66

メイン

メイン

フロアマップ〈会議棟 1F〉Floor Map〈Conference Tower 1F〉

ビジネスエリアブース INDEX
B1 … アスミック・エース株式会社 …………………………60
B2 … 株式会社アニプレックス………………………………60
B3 … Anime Hostel Astro Station ………………………60
B4 … イオンファンタジー …………………………………60
B5 … エイベックス・ピクチャーズ …………………………61
B6 … Anime Expo …………………………………………60
B7 … 株式会社クレイ…………………………………………62
B8 … ADK / NAS / d-rights ………………………………60
B9 … NBCユニバーサル・エンターテイメント …………61
B10… 株式会社ABCアニメーション ………………………61
B11… 絵梦株式会社 …………………………………………61
B12… オタコープ ……………………………………………61
B13… 株式会社KADOKAWA ………………………………61
B14… キングレコード株式会社 ……………………………61
B15… 株式会社クリーク・アンド・リバー社 ………………62
B16… 株式会社壽屋（コトブキヤ） …………………………62
B17… コンテンツ事業創造HUB ……………………………62
B18… 株式会社 サンライズ ………………………………62
B19… 株式会社東北新社 ……………………………………63
B20… ジャパンエキスポ ……………………………………62
B21… 株式会社小学館集英社プロダクション ……………62
B22… 大宇宙☆想定外物語/オフィスプリオン（株）………61
B23… タツノコプロ …………………………………………62
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株式会社アニプレックス
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アスミック・エース株式会社
Asmik Ace, Inc.

エンタテインメントを通した「夢」と「感動」の提供

熱き心を世界の人々へ

BUSINESS

会議棟
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株式会社ABCアニメーション
ABC ANIMATION, INC.

CONTENT IS KING！

『ALL OUT!!』製作主幹事・配信窓口
／実写連動アニメ『3月のライオン』
『サクラダリセット』配信窓口他。
Handling domestic VOD and other
rights for "ALL OUT!!" (organizer of
production committee), "March
Comes in Like a Lion", "Sagrada
Reset" etc.

BUSINESS EXHIBITION

会議棟

私達は映像や音楽を制作し、世界中に提供するエンターテ
インメント・カンパニーです。みずみずしい感性、柔軟な
発想、そして熱狂を武器に、様々な領域で挑戦し続けます。
ブースでは、弊社が取り扱う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。

Anime Expo

北米最大のアニメイベント、
「アニメエキスポ」

Aniplex has produced anime series such as Fullmetal
Alchemist, Madoka Magica and Sword Art Online, which
have been distributed worldwide, gaining recognition for
their outstanding qualities. We will introduce our latest
titles at Anime Japan booth.

BUSINESS EXHIBITION
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Anime Festival Asia 2017 /
SOZO Private Limited
Anime Festival Asia 2017 / SOZO Private Limited

東南アジア最大級の日本ポップカルチャーイベント

B
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イオンファンタジー
AEON Fantasy Co.,LTD

今年もマジでアニメ作ってます。イオンファンタジー

ⒸAEON Fantasy Co.,LTD

60

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

NBCユニバーサルよりたくさんのアニメを！

会議棟
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BUSINESS EXHIBITION

絵梦株式会社
EMON CO.,LTD.

大ヒットアニメ作品『HAOLINERS』ブランド

We hold rights for new titles which
will be OA from April 2017, along
with various catalogue titles!!

EMON seeks to expand internationally
our HAOLINERS brand covering 80%
of Web anime based on Web comic of
Chinese TENCENT group.

Anime Hostel Astro Station

アニメで世界とつながる。

BUSINESS EXHIBITION

会議棟
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オタコープ
Otakorp, Inc

2017年新しい会場で開催

当館は世界中のアニメ好きが毎日集
まる休憩所です。圧倒的に接触時間
が高いブース内外の広告はいかがで
すか。
Astro Station will provide a
comfortable space where people who
like anime can rest and interact with
each other.

BUSINESS

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

最新･人気のアニメをADKアニメグループから！

前年度150％増でナイスなキッズア
ニメです。
『ラララ ララちゃん』第3
期も制作スタート！ 当社ブースでご
覧ください。

『ベイブレードバースト』
新シリーズ、
『ヒミツのここたま』等、ADK、NAS、
d-rightsが最新アニメ作品情報をお
届けします！

We power up 150% on the quality of
the anime compared to previous
year. "Lalala Lala" Season 3 is
coming soon! Please visit our booth.

Upcoming new series of "BEYBLADE
BURST" and more, the 2017 latest
anime news will be presented by
ASK, NAS, and d-rights!
ⒸHiro Morita, BBBProject, TV TOKYO

会議棟
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We create original content with
principle to form idea into shape .
We are preparing for business
overseas for the youth.

Otakon, which is held in Washington D.C., is the largest non-proﬁt
Japanese culture convention on the US east coast.

B
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Oﬃce Prion Co., Ltd.
弊社は「発想をかたちに。
」を理念に、
オリジナルのキャラコンテンツを創
造します。現在は世界の若者に向け
海外ビジネス展開準備中です。

OTAKONはアメリカ合衆国東海岸で最大のアニメコンベンショ
ンです。

会議棟

BUSINESS EXHIBITION

大宇宙☆想定外物語/
オフィスプリオン（株）

地域アニメで海外ビジネス展開やってみます！

Ⓒ2017 Otakorp, Inc.

会議棟
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ⒸRION

BUSINESS EXHIBITION

株式会社KADOKAWA
KADOKAWA CORPORATION

BUSINESS
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キングレコード株式会社
KING RECORDS

約250作品以上のアニメ劇場版とテレビアニメ作品

新作やカタログタイトルを多数紹介しています！

書籍出版をコアに、書籍、アニメーション、実写映画の開発、製作、
販売、配信、広告、Eコマース及び出版版権、デジタルコンテンツ
の販売。

アニメーションの制作や映像作品への出資、国内外での販売を行
っています。

With publishing at the core our business is planning, production,
sales, distribution, e-commerce of books, movies, animations.

Introducing new and catalogue anime titles. Our anime business
varies from investment to sales of our own production.

61

ファミリーアニメフェスタ

ファミリーアニメフェスタ

BUSINESS EXHIBITION

会議棟

Through visual content, we present
dream, hope, courage, and
amusement to the world.

Anime Expo is the largest Japanese
cultural convention in the North
America with over 300,000
attendees every year.

Ⓒ2017 Astro Station

ⒸAnime Festival Asia / SOZO Private Limited

A new company from Asahi
Broadcasting Corporation. Coming
up with "A Silent Voice", "Miss
Kobayashi's Dragon Maid", and more!

大手Net企業TENCENTのWebマン
ガを原作とし、中国Webアニメのシ
ェア8割を超えるHAOLINERSブラ
ンド。その海外展開を行う絵梦です。

Anime Hostel Astro Station

South East Asia's largest Japanese
pop culture event. This year marks
the 10th time the Singapore event is
being organised.

エイベックス・ピクチャーズは映像
コンテンツを通じて、夢、希望、勇気、
感動を世界の人々に提供して参りま
す。

海外販売の窓口を持っている2017
年4月放送開始のタイトルを中心に、
多くのカタログタイトルも取り揃え
ています。

BUSINESS EXHIBITION

東南アジア最大級のJ‑popカルチャ
ーイベント。東南アジア4ヶ国にて
開催実績を持ち、シンガポール開催
は今年で10回目を迎えます。

朝日放送から生まれた新会社です。
大ヒットした映画『聲の形』やTVア
ニメ
『小林さんちのメイドラゴン』
等、
注目作が目白押し！

アニメエキスポは来場者30万人以上
を動員する、北米で最大の日本文化
を紹介するイベントです。ぜひブー
スへお立ち寄りください。

会議棟
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avex pictures

ビジネス／ブース

ビジネス／ブース

会議棟

エイベックス・ピクチャーズ

新作アニメ、人気カタログ作品を多数ご紹介

会議棟
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Anime Expo

B
5

BUSINESS EXHIBITION

クリエイション

クリエイション
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Aniplex Inc.
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株式会社クリーク・アンド・リバー社
CREEK & RIVER Co., Ltd.

B
7

BUSINESS EXHIBITION

株式会社クレイ
CREi Inc.

過去の傑作から最新の名作まで。

B
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Tokyo Broadcasting System Television, Inc.

TBSテレビ

All Anime Leads to TBS

BUSINESS
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手塚プロダクション
Tezuka Productions

手塚治虫作品、全ての窓口を請け負います!!

CREiはTBSサービスを母体とし、ア
ニメーション、映画、バラエティ等を
主体として幅広く販売活動をして参
りました。

TBSが企画・制作するアニメーショ
ン番組の、過去の人気タイトルから
最新の話題作にいたるまでの各種ラ
イセンス運用をご提案します。

再び手塚治虫の魅力を発信すべく、
現在子ども向けの新しい『鉄腕アト
ム』の翻案企画を国際共同製作の枠
組みで進行中です！

Our booth showcases production
samples, introduction to our digital
studio, and recent character business
cases.

CREi Inc. is one of the leading and
most experienced distributors for
overseas license in Japan.

All our latest works will be available
here! TBS handles huge variety of
Anime licensing and operational
management.

We disseminate Osamu Tezuka
works, now co-producing a new
Astro Boy TV animation series for
kids. Further information available.

BUSINESS EXHIBITION
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KOTOBUKIYA

オリジナルコンテンツのビジネスパートナー様募集！

会議棟
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BUSINESS EXHIBITION

コンテンツ事業創造HUB
Content Business Creation Hub

あなたのコンテンツの海外展開を支援します！

ⒸHrikamo,Houbunsha/Urara Committee

EXHIBITION
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ⒸTezuka Productions

株式会社テレビ朝日
TV Asahi Corporation

世界中の子どもたちに愛されるヒットアニメ！

4月TVアニメ化『フレームアームズ・
ガール』とオリジナルキャラクター
「マーブルリトルズ」のビジネスパー
トナー様を募集します。

コンテンツの海外展開を、海外展示
会・イベント出展、クラウドファンデ
ィング、映画祭・アワード出品等にお
いて支援しております。

日本で30年以上放送されてきた『ド
ラえもん』や『クレヨンしんちゃん』
等、良質なキッズアニメを多数取り
揃えています。

We are looking for business partners
to work with the upcoming series
FRAME ARMS GIRL and original
character THE MARBLE LITTLES .

Content Business Creation HUB
(C-HUB) is a project to support
overseas development of animation
productions and creators.

TV Asahi is well known for its
signature animation, "Doraemon" and
"Shin chan".

Ⓒ KOTOBUKIYA / FAGirl Project, Ⓒ KOTOBUKIYA Illustrated by SAKURAI

BUSINESS
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サンライズ

SUNRISE INC.

私達の想像が未来になる―。

BUSINESS

会議棟
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JAPAN EXPO

ジャパンエキスポで参加しませんか！

『ガンダム』シリーズ、
『ラブライブ !』をはじめとする映像作品のプ
ロモーション、商品化、版権管理等、国内ライセンス紹介。
An exhibition of Domestic License productions such as the
"Gundam"series and "Love Live! .

電通
DENTSU

Come visit our Booth at

インターナショナルセールスの2大作品、近日公開の『ドライブヘ
ッド』と『ミラクルちゅーんず！』の先行独占映像を見にぜひお越
しください！
Come see upcoming programs Drive Head and Miracle Tunes .
The biggest titles of the year for International Sales.
ⒸDENTSU INC.

BUSINESS
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ジャパンエキスポ
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東映アニメーション
TOEI ANIMATION CO., LTD.

60周年を迎えた日本のアニメーションのパイオニア

約24万人の来場者を誇るフェスティ
バルのBtoCとBtoBエリアで、プロ
モーション、販売、ブランディング、
データ徴収等をぜひ！

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。

Talk to Japan Expo's huge community
to achieve your goal. Together, let's
make your project a success!!

We operate production, sales,
licensing, and other related
businesses. 2016 is the 60th
anniversary of our founding.

BUSINESS
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東宝株式会社
TOHO CO.,LTD.

最新作から話題作まで目白押し!!
アニメ版『GODZILLA』
『君の名は。
』
『僕のヒーローアカデミア』
『ハイキュー!!』
等、今注目のアニメ作品を多数ご紹介中。
TOHO animation brings you the latest
animation "GODZILLA", "My Hero Academia",
"Haikyu!!", "your name." and more!

ビジネス／ブース

ビジネス／ブース

株式会社

ⒸFujiko ProⒸSHIN-EI & TV Asahi

BUSINESS
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クリエイション

クリエイション

株式会社壽屋（コトブキヤ）

B
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BUSINESS EXHIBITION

当社の制作事例をはじめとして、デ
ジタルアニメーションスタジオのご
紹介、最新キャラクタービジネスの
事例を皆様にご案内予定です。

Ⓒ2017 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN Hello Kitty & Friends

B
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メイン

メイン

業界最先端のアニメ・IPプロデュースチーム

会議棟

Ⓒ2017 SUNRISE INC.
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BUSINESS EXHIBITION

株式会社小学館集英社
プロダクション
Shogakukan-Shueisha Productions

劇場アニメや春の新作テレビアニメ情報を紹介！

B
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タツノコプロ
Tatsunoko Production

世界のこどもたちに夢を────

ア二メ制作、海外への番組販売、キャラクターライセンス、イべント
の企画運営等、総合的にキャラクタービジネスを展開しています。
ShoPro's core business activities are animation production,
distribution, licensing and character events.

BUSINESS

会議棟

Ⓒタツノコプロ

BUSINESS
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株式会社東北新社
Tohokushinsha Film Corporation

多数のアニメ・実写、劇場版・テレビ作品を展開！

今年で創立55周年を迎えるタツノコ
プロはこれからも最先端のアニメ制
作サービスとライセンスの機会をお
客様に提供いたします。

『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。

Dreams for Children of the World.
Tatsunoko provides production and
licensing opportunities to its
international clients.

The company handles the "GARO"
series, the "Patlabor" series and
more!

BUSINESS
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株式会社トムス・エンタテインメント
TMS ENTERTAINMENT CO.,LTD.

世界中のあらゆる人々に夢と感動を
日本のアニメーションの、海外での
放送及び配信局様との商談スペース
となっております。
This is a business meeting space for
global customers who are looking
for Japanese TV and feature length
animation programs.

Ⓒ2016「絶狼」雨宮慶太／東北新社

63

ファミリーアニメフェスタ

ファミリーアニメフェスタ
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日本アニメーション株式会社
NIPPON ANIMATION CO., LTD.
『ラスカル』
『フランダースの犬』
『ち
びまる子ちゃん』
『シンドバッド』等
のTV・劇場アニメ作品を制作・国内
外配給・商品化許諾。
We produce, distribute & license
quality kids' animation: Rascal, Dog
of Flanders, Flone, Chibi Maruko
Chan, Penelope & Sinbad.

Ⓒ NIPPON ANIMATION CO., LTD.

BUSINESS EXHIBITION

会議棟

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

日本テレビ放送網株式会社
NIPPON TV

あの人気作から2017年最新作までご紹介！

bilibili

bilibiliは、
中国最大のアニメ配信プラットフォームです。

There's no slowing down in 2017, as we're set to deliver our
latest programs to fans all over the world.

bilibili is the largest anime-streaming platform in China. Over 60%
of new anime from Japan is released.

BUSINESS EXHIBITION
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NetEase「陰陽師」
NetEase Onmyoji
NetEase和風大作『陰陽師』

Fanworks Inc.

最適なアニメ作品を制作＆トータルプロデュース！

BUSINESS EXHIBITION
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福島ガイナックス
GAINAX FUKUSHIMA

子どもたちの夢のため、福島から世界へアニメを発信

A creative agency that produces
anime & characters in various ﬁelds
into their most suitable
communication-model.
ⒸBANDAI/ルルロロプロジェクト

BUSINESS
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株式会社フジクリエイティブ
コーポレーション
Fuji Creative Corporation

長年の顧客との信頼関係で世界に発信

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。

NetEase和風大作モバイルゲーム『陰陽師』
が日本に初出展！ あなたを美しい世界に導
く、革新的なゲームコンテンツをお届けしま
す。

歴史や伝統あるものから最先端の技
術までを素材にした、エンターテイ
ンメント性の高い作品を福島から世
界に発信。

FCCはフジテレビとの連携、出資や委
託作品を通じて高品質アニメを海外
へ展開します。
『モンスターハンター
ストーリーズ RIDE ON』絶賛放送中！

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

NetEase's Japanese-style mobile game
"Onmyoji" is coming to the first exhibition!
Our innovation will take you to a new world.

From the history to the latest
technology, why not explore the new
fantasy world with our animation?

FCC will deliver Japanese culture
through high-quality animations from
series to features to the world with
Fuji TV.

ⒸNetEase Inc.

Ⓒ福島ガイナックス/福島県伊達市

BUSINESS
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Hakuhodo DY music & pictures Inc.
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株式会社Peace&Kindness
Peace&Kindness corporation

幼児〜児童向けオリジナルコンテンツプロモーション

博報堂DYミュージック&ピクチャー
ズは、アニメ・映画両分野においての
海外権利販売等多岐にわたって業務
を行っております。

身の回りの文房具・小物をモチーフ
としたキャラクター達が活躍する子
ども向けオリジナルコンテンツ企画
及び派生作品のプロモーション。

Hakuhodo DY music & pictures is
involved in a broad range of
businesses. Its product line-up is also
varied.

Original content project and
promotion of motif-characters for
children, linked with items for daily
use.
ⒸPeace&Kindness

株式会社ぴえろ
Pierrot Co.,Ltd.

アニメーション新時代へ
ぴえろは自由な発想をモットーにア
ニメ制作に注力し、世界中に作品を
お届けすべく、商品化、国内外番販の
ライセンス事業を行っています。
By Appointment Only
This space is reserved for business
meetings by appointments made
prior to the event.

B
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Production I.G
Production I.G

COME AND SEE US!

BUSINESS

HINODE POWER JAPAN
実行委員会
HINODE POWER JAPAN Executive Committee

クールジャパンがロシアを熱狂！
クールジャパンがロシアを熱狂させ
る！ ロシア唯一の民間による日本文
化イベント【HINODE】!!
Anime, Manga, Japan, everything is
real hot in Russia now !!
The WCS Russian champion will be
chosen in the Japanese culture
festival "HINODE "!!

北京動卡動優文化傳媒有限公司
Beijing ACG Media Co.Ltd

中国・北京のアニメ・ゲーム広告代理店
北京MYCは中国北京を拠点に活動し
ているアニメ・ゲーム広告代理店で
す。中国市場にご興味がありました
らぜひご相談ください！
Beijing MYC is advertising agency
of animation & game. If you are
interested in the Chinese market,
please contact us!

Production I.G is a fully equipped animation studio with a diverse
library of award-winning and highly inﬂuential feature ﬁlms and
TV series, such as "Miss Hokusai" and "A Letter to Momo".
Ⓒ2014-2015 Hinako Sugiura・MS.HS / Sarusuberi Film Partners

会議棟
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ポニーキャニオン
PONY CANYON INC.

注目の新作アニメ情報を解禁！
ヒットアニメを多数輩出！ アニメに
関わる全てのエンターテインメント
を通して世界中にワクワクドキドキ
を届けます！
Let's introduce our exciting new
anime! By producing everything from
anime, we aim to deliver great
experiences and dreams.
Copyright 2017 PONY CANYON INC, All rights reserved.

ⒸRaychain/Beijing ACG Media Co.Ltd

EXHIBITION

会議棟
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株式会社 ボンズ
BONES INC.

アニメーションの制作会社です。
2017年の新作作品の紹介と、歴代の
作品紹介。
Introduction to the upcoming 2017
anime as well as the past series in
history.

Ⓒ堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
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BUSINESS

会議棟

BUSINESS

会議棟

ⒸProject Itoh / GENOCIDAL ORGAN

ビジネス／ブース

ビジネス／ブース

博報堂DY
ミュージック & ピクチャーズ

博報堂DY MaPは、2015年に社名変更

64

株式会社ファンワークス

様々な領域のアニメ＆キャラクター
を、最適なコミュニケーションモデ
ルで制作＆トータルプロデュースす
るクリエイティブエージェンシー。

日本の新作アニメ6割以上を正規配信しています。

ⒸThe Association of Japanese Animations (AJA). All Rights Reserved.
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株式会社ビリビリ

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。

振興と国際交流の懸け橋として
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BUSINESS EXHIBITION

会議棟

クリエイション

クリエイション
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BUSINESS

会議棟

メイン

メイン

子どもから大人まで楽しめるアニメーションを世界へ

BUSINESS

会議棟

BUSINESS

会議棟
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株式会社マーベラス
Marvelous Inc.

メイン

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、AnimeJapan 2017で新
作やこれまでの作品を紹介します。
ぜひお立ち寄りください！
The multimedia entertainment
company Marvelous will be
introducing both upcoming and
catalog titles. Please visit us at AJ
2017!

BUSINESS EXHIBITION

会議棟

クリエイション
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有妖気アニメ
U17 Animation

中国最大級オリジナル電子漫画サイトが世界へ発信！

ビジネス／ブース

B
52

メディアリンク ― 初出展します！

アジアで23年間、コンテンツ製作やメディア事業に注力してきた
弊社は、日本でもパートナーを得て新規事業を進められることを
望んでいます。
MediaLink handled over thousands of IP during last 23 years and
we look for more business projects including co-investment in here.

会議棟

BUSINESS
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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

『タイムボカン24』絶賛放送中！

U17.com was founded in 2009. Over
40000 cartoons are available online
and some has been successfully
animated. Welcome for info.

We are licensing our various content
including "Detective Conan" and
"Time Bokan 24" to overseas.
ⒸTatsunoko Production / ytv

BUSINESS EXHIBITION

ReedPOP
ReedPOP
NYコミコン、C2E2、スターウォー
ズセレブレーション等、多くのイベ
ントを主催。貴社を世界中のファン
へアピールする機会をご提供。
We connect brands/businesses to a
global audience through our events
including New York Comic Con, Star
Wars Celebration, etc.

ファミリーアニメフェスタ
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メディアリンク
Medialink Entertainment Limited

大人気シリーズ
『名探偵コナン』
や
『タ
イムボカン24』をはじめとする様々
なコンテンツを海外に向けてライセ
ンスしています。

世界中でポップカルチャーイベントを主催しています

ⒸReedPOP

B
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2009年中国で設立、マンガ作品4万
作 が 当 サ イ ト で 連 載、ア ニ メ 化 も
続々。合作アニメや版権等にご興味
のある方はお待ちしております！

Ⓒ2017 有妖気 北京四月星空有限会社 版権所有

会議棟

BUSINESS EXHIBITION

会議棟

アニメコラボレーション10選

Anime Collaboration 10 Selections

3月25日（土）
・26日（日）メインエリア
March 25 (Sat)-26 (Sun) at Main Area

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

AnimeJapan 2017では、前回に引き続き「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、初めてアニメ業界との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。

This program presents collaborative works between anime and the other industries. This year, we
selected ten of their most exempliﬁed achievements in 2016 to feature. By introducing these samples with
comments, this exhibition seeks to further enrich the future of the animation business.

AnimeJapan 2017 is opening Anime Business Concierge inside the Business Area, just like the last year.

ラスカリッシュ
セブン

走れ！おう松さん
Hashire!
Oumatsusan

RASCALiSH7

おそ松さん × JRA

あらいぐまラスカル ×
アイドリッシュセブン

Mr.Osomatsu × JRA

RASCAL × IDOLiSH7

「この夏、きっと逢える。」キャンペーン
Suntory Natural Mineral Water × your name.
We ll surely meet this summer. Campaign

君の名は。×
サントリー（天然水）
your name. ×
Suntory Natural Mineral Water

Ⓒ2016「君の名は。」製作委員会

銀魂×earth music & ecology
GINTAMA × earth music & ecology

GINTAMA ×
earth music & ecology Japan Label

Ⓒ空知英秋／集英社･テレビ東京･電通･BNP･アニプレックス

KING OF PRISM×BAYHOTEL
KING OF PRISM × BAYHOTEL

KING OF PRISM
by Pretty RHYTHM
× BAYHOTEL
KING OF PRISM
by Pretty RHYTHM
× BAYHOTEL

ⒸT−ARTS / syn Sophia / キングオブプリズム製作委員会

クレヨンしんちゃん25周年記念企画

オラのマチ春日部にくれば〜
Crayon Shin-chan 25th Anniversary
Meet Crayon Shin-Chan in Kasukabe!

クレヨンしんちゃん ×
埼玉県 春日部市 東武鉄道株式会社
Crayon Shinchan ×
Saitama Prefecture, Kasukabe City,
Tobu Railway Co. Ltd.
Ⓒ臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

クレヨンしんちゃん25周年記念プロジェクト実行委員会

NBA×劇場版 黒子のバスケ LAST GAME

七夕まつり in S市杜王町

NBA × KUROKO S BASKETBALL THE MOVIE LAST GAME

Tanabata Festival
in S City Morioh Town

KUROKO S BASKETBALL
THE MOVIE LAST GAME
× NBA
Ⓒ2017 NBA Properties, Inc. All rights reserved
Ⓒ藤巻忠俊／集英社・劇場版「黒子のバスケ」製作委員会

ジョジョの奇妙な冒険
ダイヤモンドは砕けない
× 仙台七夕まつり

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

沼津×ラブライブ！サンシャイン!!

SWORD ART ONLINE THE MOVIE ‒Ordinal Scale-×SONY

NUMAZU × Love Live! Sunshine!!

ラブライブ！サンシャイン!!
× 沼津（静岡県）
Love Live! Sunshine!! ×
NUMAZU (SHIZUOKA)

SWORD ART ONLINE THE MOVIE
‒Ordinal Scale- ×
Xperia™ Ear / WALKMAN & h.ear
on Wireless NC (MDR-100ABN)
Ⓒ2016 川原 礫／ＫＡＤＯＫＡＷＡ
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アスキー・メディアワークス刊／SAO MOVIE Project

セミナーステージで実施するアニメビジネスに関するステージです。

➡ビジネスセミナーのプログラムはP.48‑49
Business Seminar oﬀers lectures on anime business in Seminar Stage.

➡Please refer to page 48-49 for more details on Business Seminar.

JoJo's Bizarre Adventure:
Diamond is Unbreakable
× Sendai Tanabata Festival

劇場版 ソードアート・オンライン ‑オーディナル・スケール‑×ソニー
劇場版 ソードアート・オンライン
‑オーディナル・スケール‑ ×
Xperia™ Ear／ウォークマン ＆ h.ear
on Wireless NC（MDR-100ABN）

3月25日（土）
・26日（日）メインエリア
March 25 (Sat)-26 (Sun) at Main Area

Business Seminar

Ⓒ2016 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!!

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

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。
当日は専用の商談室を設け、快適な商談環境をご提供します。
We are oﬀering business matching opportunities for anime-related companies and international buyers, with
cooperation by Japan External Trade Organization (JETRO).
A dedicated meeting room will be provided to establish a comfortable business environment.
※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.
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劇場版 黒子のバスケ
LAST GAME
× NBA

ビジネスセミナー

ビジネス

ビジネス

銀魂 ×
earth music &
ecology Japan Label

Ⓒ赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

■Date
Thursday, March 23, 2017
11:00 a.m.-6:00p.m. (Admission ends at 5:00 p.m.)
Friday , March 24, 2017
10:00 a.m.-5:00p.m. (Admission ends at 4:00 p.m.)
■Venue
Next to the booth by the Association of Japanese
Animations
■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.
※ 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.

クリエイション

クリエイション

ⒸN.A. Ⓒアイドリッシュセブン

サントリー天然水×
『君の名は。』

■日程
2017年3月23日（木）
11:00〜18:00（受付は17:00まで）
2017年3月24日（金）
10:00〜17:00（受付は16:00まで）
■会場
東京ビッグサイト 会議棟1F レセプションホール
日本動画協会ブース隣接
■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
※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。

メイン

メイン

アニメと異業種による魅力あるコラボレーションの実績を、紹介する企画です。本年度は2016年または、
2016年度を中心に展開されたコラボレーション事例の中から、特に注目度の高かった10選を選出。実際に関
わった方達のコメントと共に実例を紹介し、新たなアニメビジネスの可能性や道標を示す展示企画です。

AJ×ABPF アニメビジネス大学

AJ × ABPF Anime Business University
Intro courses to the domestic anime-collab business are held for attendees from other industries. From
basic to advanced, anime business will be lectured with rich samples.

※ビジネス来場登録者対象 ※当日の空席状況によっては当日のお申し込みも可能
※講義は日本語のみ ※撮影・録音禁止

*For business attendees only
*Drop-ins may be accepted depending on available seats during the day.
*All lectures are held in Japanese *No recording

ナビゲーター
キャラクター・データバンク 代表取締役社長
CHARACTER DATABANK,Ltd.

【初めてのアニメビジネス!! 入門コース】

ナビゲーター

亀山泰夫 Yasuo Kameyama

陸川和男 Kazuo Rikukawa

３月23日（木）

CiP協議会 シニアディレクター
CiP Council

３月24日（金）
【アニメを使った広告・販促がわかる!! 基礎コース】

Anime Business for Beginners!! Introduction Course

Understanding Advertisement/Promotion Using Anime!! Basic Course

アニメの活用は初めて、アニメのビジネスを知りたいという方に、入門編の知識と事例を提供

キャンペーンやプロモーションにアニメを活用したい、その方法や効果を知りたいという方に、広告・販促の基礎の知識と事例を提供

アニメビジネス入門：ライセンスの基本の『キ』

ア二メを観ている人は誰？ アニメの広がりとターゲット

11:30〜12:30 Intro to Anime Business: Understanding "Licensing"

10:30〜11:30 Who exactly is watching anime? The spread of anime and its target audience

アニメをビジネスで活用するためのライセンスとは？
ナビゲーター

メイン

メイン

異業種の国内ビジネス来場者に向けたアニメ活用ビジネスの基礎講座を開催し、アニメビジネスのはじめ方か
ら実例を使ってわかりやすく解説します。

アニメを活用したコミュニケーションは、どのようなターゲットに、どんなメディアで、届いているのか知りたい方に

登壇者

ナビゲーター

登壇者

内藤出 Izuru Naito

角田駿之介 Syunnosuke Tsunoda

亀山泰夫

下山亮 Ryo Shimoyama

吉武真太郎 Shintaro Yoshitake

Kazuo Rikukawa

手塚プロダクション
営業1部 部長
TEZUKA PRODUCTIONS CO.,LTD

タツノコプロ
Tatsunoko Production Co., Ltd.

Yasuo Kameyama

東宝
アニメ事業グループ 宣伝チーム
TOHO Co., Ltd.

KADOKAWA
アニメ第二企画開発課
KADOKAWA CORPORATION

●アニメ「弱虫ペダル」シリーズのPR

●Re:ゼロから始めるメディアミックス生活
〜
『Re:ゼロから始める異世界生活』展開事
例〜

●アニメビジネスの基礎知識〜ライ
センサーとライセンシーの違い〜

●ライセンス獲得から商品化、販売にいたる
までの一般的なプロセス

●設立55年を迎えるタツノコプロ。長い歴
史のキャラクタービジネスの事例を紹介

●アニメのターゲットの違い〜キッ
ズ・ファン・女性・シニア〜

アニメビジネス入門：今日からはじめるアニメビジネス

アニメ活用キャンペーン、プロモーションの成功法

13:10〜14:10 Intro to Anime Business: Starting an Anime Business Today

12:10〜13:10 How to successfully use anime for campaigns and promotions

アニメはどんなビジネスに使えるのか？ ビジネス活用例と使用術
ナビゲーター

自社商品・サービスの広告宣伝、販促にアニメを活用したい方に

登壇者

ナビゲーター

登壇者

陸川和男

本橋修一 Shuichi Motohashi

望月克己 Katsumi Mochizuki

亀山泰夫

伊藤直史 Naofumi Ito

杉山潔 Kiyoshi Sugiyama

Kazuo Rikukawa

日本アニメーション
ライセンス事業部 プロデューサー
NIPPON ANIMATION CO.,LTD

サンライズ
IP事業本部ライツ営業部ライセンス課 課長
SUNRISE INC.

Yasuo Kameyama

アサツー ディ・ケイ
コンテンツ本部コンテンツ戦略室 室長
ASATSU-DK INC.

バンダイビジュアル
プロデューサー／担当課長
BANDAI VISUAL CO., LTD.

●「ラスカル」40周年、世代を超えて愛され
るキャラクターの活用例とは

●サンライズ・バンダイナムコピクチャーズ
によるアニメ作品の多種多様な活用例

●国内外のアニメ活用プロモーション・キャ
ンペーンのトレンド

●『ガールズ&パンツァー』の劇場版上映と
タイアップ・キャンペーンの連動

●アニメ活用の様々な種類〜商品
化、広告・販促、イベント・エンタメ〜

●アニメの広告・販促の展開〜番組
スポンサー・キャンペーン・タイアッ
プ・プロモーション〜

ビジネス

ビジネス

【アニメを使った商品化がわかる!! 基礎コース】

【アニメを使ったイベントと地域活性がわかる!! 基礎コース】

Understanding Anime Merchandising!! Basic Course

Understanding Events and Regional Development Using Anime!! Basic Course

商品やサービスにアニメを活用したい、その方法や効果を知りたいという方に、商品化の基礎の知識と事例を提供

アニメの力でイベントをする！町や地域を元気づけたい、聖地巡礼、ご当地アニメ等、アニメによる地域活性化の事例を提供

アニメを活用した商品はどれぐらい売れているのか？

アニメを使ったイベント、そこから生まれる地域活性とは

14:50〜15:50 How Well Do Anime-Applied Products Sell?

13:50〜14:50 Events using anime and how they spur regional activation

アニメの商品はどれくらい売れるのか、初めてのアニメ商品化を考えている方に
ナビゲーター

アニメを使ったイベントの広がりと地域活性化の可能性について知りたい方に

登壇者

ナビゲーター

登壇者

杉浦美沙紀 Misaki Sugiura

小川健 Takeshi Ogawa

亀山泰夫

鈴木幸二 Koji Suzuki

西山洋介 Yohsuke Nishiyama

Kazuo Rikukawa

ぴえろ
営業部 ライセンスグループ リーダー
PIERROT Co.,Ltd.

小学館集英社プロダクション メディア事業局
ライセンス事業部 ライセンス3課 課長
Shogakukan-Shueisha Productions
Co., Ltd.

Yasuo Kameyama

エイベックス・ピクチャーズ
アニメ制作本部 コンテンツ事業推進部
部長
Avex Pictures Inc.

KADOKAWA
アニメ宣伝課 マネージャー
KADOKAWA CORPORATION

●
『おそ松さん』
の女性向け商品市場

●アニメを使ったイベントの広がり

●アニメイベントの効果と
『ONE PIECE
RUN』
の地域連携展開

●子どもから大人まで〜アニメ市場の広が
りとは〜

一般商材・サービスをアニメグッズにしよう

アニメを使ったイベントと地域活性の実例

16:30〜17:30 How to successfully apply anime for your products and services

15:30〜16:30 Events using anime and cases of regional activation

自社商品・サービスの価値や売上を伸ばすためアニメを活用したい方に
ナビゲーター

アニメを使ったイベントの実績とその地域活性における効果について知りたい方に

登壇者

ナビゲーター

登壇者

陸川和男

千島守 Mamoru Chishima

高橋祐馬 Yuma Takahashi

亀山泰夫

片山裕介 Yusuke Katayama

Kazuo Rikukawa

トムス・エンタテインメント
経営企画室 広報部長
TMS ENTERTAINMENT CO.,LTD.

アニプレックス
企画制作グループ 宣伝部 課長
Aniplex Inc.

Yasuo Kameyama

ポニーキャニオン
クリエイティヴDiv.
PONYCANYON Inc.

●「アニメ作品企画と商品化の関係 〜国民
的アニメ作品の商品化事例をふまえて〜」

●『Fate』
『アイマス』を例にした商品化・コ
ラボ事例ご紹介

●アニメ商品の開発と販売
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●
『らき☆すた』
から10年、KADOKAWAの
地域連携展開

●アニメを使ったイベントがもたら
す地域活性化の効果とその広がり
について

● 伊 香 保 温 泉×
『美男高校地球防衛軍
LOVE！LOVE！』
における地域とのコラボレ
ーション

中島学 Manabu Nakajima
秩父市 観光課 産業観光部観光課 主幹
（秩父アニメツーリズム実行委員会事務局）
Chichibu city
（Anime Tourism in CHICHIBU）
●
『あの花』
『ここさけ』
聖地、秩父市のアニメ
×地域コラボレーションのはじめ方
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陸川和男
●アニメ活用商品の市場〜ターゲッ
ト、波及効果、販売実績〜

クリエイション

クリエイション

陸川和男

メイン

メイン

キッズワークショップコーナー
Kids Workshop Corner
オリジナルグッズをつくろう！
たいけん
アニメづくりを体験しよう！

ファミリーステージ
Family Stage

Let's make original items! Have the
experience of making an anime!

あのキャラクターがステージにやってくる！
いっしょ
も
あ
みんなで一緒に盛り上がろう！
Popular characters are coming to the
stage! Let's have fun with everyone!

クリエイション

クリエイション

プレイコーナー
Play Corner

Free Entry, Play Corner, Workshop and Stage!

たの

あそ

いろんな楽しい遊びがいっぱい！
Play & Move your body!

ビジネス

ビジネス
ファミリーフードパーク
family food park
あったかくておいしいフードがいっ
ぱい！

ファミリーアニメフェスタ

ファミリーアニメフェスタ

This park is full of warm and
delicious food featuring anime
characters!

小さいお子様連れでも安心！
Child Safe & Friendly!
ベビーカー置き場や授乳室、おむつ交換台、休憩スペースを
設置し、快適に過ごせる環境をご用意しております。
Stroller parking, nursing & diaper changing room,
resting space, this venue is all set for your comfort.
にゅうじょう

しょうがくせい い

か およ

ほ

ご しゃ

かぎ

ご入場は、小学生以下及びその保護者に限ります。
This area is open for children under the age 12
and their guardians.

せん こくさいてん じ じょうえきまえ

とうきょう

ひがし

ファミリーアニメフェスタ2017

Characters Greeting
いっしょ

しゃしん

と

キャラクターと一緒に写真を撮ろう！
Let's take a picture with the characters!

ふ きん

りんかい線 国際展示 場 駅 前⇔東京ビッグサイト 東8ホール付近
At Kokusai-tenjijo sta. - near the East Hall 8,
Tokyo Big Sight

ⒸT-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / IPP製作委員会 ⒸNIPPON ANIMATION CO., LTD. ⒸSCP/RAI/AA/ZDFE Ⓒ犬丸りん・NHK・NEP Ⓒ2015原ゆたか／ポプラ社, 映画かいけつゾロリ製作委員会
Ⓒ2017映画ここたま製作委員会 ⒸBANDAI/TV TOKYO・ここたま製作委員会 Ⓒ2017 Gullane (Thomas) Limited. ⒸABC-A・東映アニメーション Ⓒ臼井儀人 / 双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK
Ⓒ森下裕美・OOP／Team Goma Ⓒやなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV Ⓒタツノコプロ・読売テレビ Ⓒさくらプロダクション / 日本アニメーション Ⓒ藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・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 Ⓒ2010 あきやまただし/はなかっぱプロジェクト Ⓒ永井ゆうじ・小学館/100%パスカルプロジェクト
Ⓒ2017 Genki Kawamura & Kenjiro Sano / Tinny Movie Project Ⓒ篠塚ひろむ・小学館/ちぃちゃんプロジェクト ⒸBNP/BANDAI, HEYBOT! PROJECT, メ〜テレ
ⒸNintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku ⒸPokémon Ⓒ青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996 ⒸL5/YWP・TX
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キャラクターグリーティング

ファミリーアニメフェスタ2017からAnimeJapan 2017への入場について
ファミリーアニメフェスタ2017入場後に、AnimeJapan 2017へご入場される場合は、AnimeJapan 2017入場待機列最後尾
へお並びいただきます。前回とは入場方法が異なりますのでご注意ください。
About entering AnimeJapan 2017 from Family Anime Festa 2017
If attendees wish to enter AnimeJapan 2017 directly from Family Anime Festa 2017, they must join the queue for AJ2017
admission. Please be reminded this admission procedure is not the same as previous festival.

ファミリーアニメフェスタ2017
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プレイコーナー
【Play Corner】
たの

む りょう

無料

あそ

Free to play

This corner is full of all kinds of fun!

ひ ろ

ば

アンパンマンのおもちゃ広場
Anpanman Toy Plaza

ヨーヨーつり YoYo Fishing

※未就学児優先コーナー

たす

*Preschoolers priority corner

プールからゾロリたちを助けてあげよう！
Rescue Zorori and His Pals from the Pool!

アンパンマンのおもちゃがいっぱい！
an!
So Many Toys of Anpanman!

EVENT

東6

F
5

ASIAGRAPH
こどもCGワークショップ
ASIAGRAPH Kids CG Workshop

Showcase of an interactive digital
signage that reacts to your
movement, and workshop to make
your own name holders to be held.
Ⓒ2017 Gullane (Thomas) Limited. ⒸSCP/RAI/AA/ZDFE ⒸGK&KS/TMP

EXHIBITION

東6

Nyanbo!

NHK Eテレミニアニメの『にゃんぼー!』が登場

EXHIBITION

東6

F
4

にゃんぼー!

レッツゴートーマス
ス
Let's Go Thomas
の

ふわふわ（エアートランポリン）
Fluﬀy (Air Trampoline)

しゅっぱつしんこう

スーパー

Super Stamp Rally
ファミリーアニメフェスタ内に
ち
なか ま
さが
散らばった仲間たちを探そう！
Let's Find Our Friends around Family
Anime Festa!

うご

だ

EXHIBITION SELLING STAGE

EVENT

MAPS（Manga･Anime･Producers･Society）

世界の若者とマンガ・アニメコンテンツのかけ橋に。
常に動向や発言を注目され、指針と
される参考プロジェクトでありたい。
それが「MAPS」という名称の由来で
す。

Intro and sales of original content
and items for child, using items of
everyday usage as motif.

To Serve as a Bridge between the
Animation/Manga (Cartoon) Contents
and Young People around the World.

Free to play

オリジナルグッズをつくろう！ アニメづくりを体
アニメづくりを体験しよう！
Let's make original items! Have the experience of making an anime!

※参加整理券を先着順
に配布します。

て がき ゆうぜんたいけん

アニメをつくろう

プラバンオリジナルグッズづくり
Original Plastic Shrink Art
たい

キャラクターを描 いて、アニメづくりを体
けん

か

え

験しよう！ みんなで描いた絵をつなげると、
え
うご
だ
絵が動き出すよ！
Draw Characters, and Try Making
Anime! Put Your Drawings Together,
and You Will See Them Move!

かんかく

いろ

つ

じ ぶん

プラバンにぬりえ感覚で色を付けて、自分だ
けのキーホルダーをつくろう！
Let's Color Plastic Shrink Sheets, and
Make Your Own Key Chain!

手描友禅体験 ハンカチづくり
Make a "Tegaki-Yuzen" Handkerchief
でんとうてきこうげいひん とうきょう て がきゆうぜん

伝統的工芸品『東京手描友禅』のハンカチづ
か
いろ
くり。キャラクターが描かれたハンカチに色
つ

を付けて、オリジナルハンカチをつくろう！

ファミリーアニメフェスタ

ファミリーアニメフェスタ

MAPS
（マンガ アニメ プロデューサーズ ソサエティ）

む りょう

無料

たいけん

illust:XEBEC

身の回りの文房具・小物をモチーフ
としたキャラクター達が活躍する子
ども向けオリジナルコンテンツ作品
の紹介およびグッズ販売。

ⒸPeace&Kindness

じ ぶん

自分がぬったキャラクターが動き出す!?
ふ し ぎ
たいけん
不思議なぬりえを体験しよう！
The Character You Colored Starts
Moving?! Let's Try a New Way to Color!

Color the traditional "Tokyo-TegakiYuzen" handkerchief that you drew
a character on, and make your own
original handkerchief!

ⒸMAPS
Ⓒやなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV Ⓒ2015原ゆたか／ポプラ社, 映画かいけつゾロリ製作委員会 Ⓒ2017 Gullane (Thomas) Limited. Ⓒ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 Ⓒ青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996 Ⓒ永井ゆうじ・小学館/100%パスカルプロジェクト Ⓒ篠塚ひろむ・小学館/ちぃちゃんプロジェクト
Ⓒさくらプロダクション / 日本アニメーション Ⓒ尼子騒兵衛／NHK・NEP ⒸT-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / IPP製作委員会 ⒸBNP/BANDAI, HEYBOT! PROJECT, メ〜テレ Ⓒ森下裕美・OOP／Team Goma
Ⓒ2010 あきやまただし/はなかっぱプロジェクト
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ビジネス

ビジネス

Peace&Kindness corporation

『パレットアイランド』作品紹介&グッズ販売

F
6

あやしいヤツをサッカーボールでやっつけよう！
Let's Fight the Bad Guy with Soccer Balls!

【Kids Workshop Station】

か

株式会社Peace&Kindness

Pasukaru & Chi-chan
Moving Color by Number

う ご

キッズワークショップコーナー

Let's Make Anime

F
2

Fight the Bad Guy! Conan's Soccer Game

FutureCard Buddyﬁght

Ⓒbushiroad All Rights Reserved.

東6

パスカル&ちぃちゃん
動くぬりえコーナー

いろんなキャラクターのぬりえがいっぱい！ Let's Color So Many Characters!

Popular card game "FutureCard
Buddyfight" is here! Beginners are
welcomed. Everybody can enjoy.
Try and get your own card!!
ⒸYOTUBA SUTAZIO / NYANBO FP

怪しいヤツをやっつけろ！
コナンのサッカーゲーム

ぬりえコーナー Coloring Corner

バディファイト ブース

話題のカードゲーム『フューチャー
カード バディファイト』が登場！
初心者でも誰でも、みんなが楽しめ
るブースで、カードもゲットだ!!

Look forward to the day of the event!

EXHIBITION SELLING

は

しんちゃんのふわふわで飛んだり跳ねたり！
Spinning, Running, Jumping in Shin-chan!

あ や

超スタンプラリー

はじめてでも安心!! バディファイトを楽しもう!!

『にゃんぼー!』着ぐるみが登場！ み
んなで一緒に写真を撮ろう。その他
イベントも多数。お楽しみに。

東6

と

みんなでトーマスに乗って、出発進行！
Let's get on board Thomas and choo choo on!

体や顔の動きにあわせて映像が反応
するインタラクティブ・デジタルサ
イネージやおなまえホルダーが作れ
るワークショップを開催予定。

Anime workshop with only computer
and graphics tablet! You can work on
digital coloring, drawing, and even
3DCG.

F
3

Sony Creative Products Inc.

トーマス、モフィ、ティニーと仲よく遊んじゃおう！

パソコンとペンタブで楽しいアニメ
制作体験！ デジタル塗り絵やお絵描
き、3DCGにも挑戦できます。

ⒸASIAGRAPH こどもCGワークショップ

株式会社ソニー･クリエイティブプロダクツ

クリエイション

クリエイション

パソコンでアニメ制作体験！ 塗り絵やお絵描きも

EXHIBITION

東6

F
1

メイン

メイン

いろんな楽
いろんな
楽しい
しい遊
遊びがいっぱい！

ファミリーアニメフェスタ2017
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む りょう

無料

ファミリーステージ

Free to play

【Family Stage】
いっしょ

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
みんなで一緒に楽しもう！

This park is full of warm and delicious food!

These characters are coming to the stage! Let s have fun with everyone!
が つ

にち

ど

じ

3月25日
（土）March 25（Sat）

IdolTimePripara
ShakaShaka Fried Potato
あじ

あじ

ラスカルのしっぽドッグ

に ち

／みちるのコンソメ味
／みちるのコンソメ
味）から好
から好きな
きな味
味をひとつ
をひとつ選
選べるよ！

ラスカルのしっぽをイメージしたホットドッグ！

ⒸT-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / IPP製作委員会

ⒸNIPPON ANIMATION CO., LTD.

あじ

11:20〜12:00

ぜいこみ

￥600（税込）

Rascal-Tail Hot Dog

す

にち

3月26日
（日）March 26（Sun）

ぜいこみ

￥500（税込）

3種のフレーバー（ゆいのカレー味
（ゆいのカレー味／にののコーンポタージュ
／にののコーンポタージュ味
味
あじ

が つ

か ん

時間 Time

10:20〜11:00

アイドルタイムプリパラ
シャカシャカポテト
しゅ

メイン

メイン

あったかくておいしいフードがいっぱい！

たの

えら

クリエイション

クリエイション

12:20〜13:00

ぜいこみ

￥600（税込）

13:20〜14:00
14:20〜15:00

うさぎのモフィふわふわわたあめ

マロのプリンでおじゃる

Mofy's Fluﬀy Cotton Candy

My Delightful Pudding

ほんもの

まる

だいこうぶつ

おお

本物のモフィみたい！ ふわふわのわたあめ！

おじゃる丸の大好物の大きなプリン！

ⒸSCP/RAI/AA/ZDFE

Ⓒ犬丸りん・NHK・NEP

15:20〜16:00

ぜいこみ

￥500（税込）

16:20〜17:00

ペコリンの
イチゴパンケーキ

￥650

ぜいこみ

（税込）

Pekorin's Strawberry Pancake

い っ し ょ

あじ

ボカンとはじけた、しお味ポップコーン！

ⒸABC-A・東映アニメーション

Ⓒタツノコプロ・読売テレビ

し ゃ し ん

Free to play

と

キャラクターと一
キャラクターと
一緒に写真を撮ろう！

Time Bokan 24 Popcorn

イチゴのチョコレートソースをたっぷりとかけたパンケーキ！

無料

【Characters Greeting】

タイムボカーン２４
ポップコーン

ビジネス

ビジネス

む りょう

キャラクターグリーティング

Let's take a picture with a characters!

ぜいこみ

￥500（税込）
が つ

にち

ど

3月25日
（土）March 25（Sat）

が つ

にち

に ち

3月26日
（日）March 26（Sun）
ファミリーアニメフェスタ

ファミリーアニメフェスタ

こ

ちびまる子ちゃんの
ちびまる子
あったかおうどん
Maruko's Hearty Udon

めいたんてい

￥650

ぜいこみ

（税込）

え がお

Detective Conan's Jacket Curry

まるちゃんも笑顔になっちゃうあったか〜いうどん！

コナンのジャケットをイメージしたカレー！

Ⓒさくらプロダクション / 日本アニメーション

Ⓒ青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

ドリンクメニュー Drink Menu

ふう

名探偵
探偵コナンのジャケット
コナンのジャケット風
風カレー
ぜいこみ

￥650（税込）

●お茶（カフェイン入り）Tea (caﬀeinated) ●お茶（ノンカフェイン）Tea (non-caﬀeinated) ￥200
●水 Water ●オレンジジュース Orange Juice ●カルピスウオーター Calpico ●コーラ Cola
ち ゃ

い

み ず
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ち ゃ

ぜいこみ

（税込）
Ⓒやなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV Ⓒ2017映画ここたま製作委員会 ⒸBANDAI/TV TOKYO・ここたま製作委員会 ⒸL5/YWP・TX Ⓒ2017 Genki Kawamura & Kenjiro Sano / Tinny Movie Project
ⒸABC-A・東映アニメーション ⒸSCP/RAI/AA/ZDFE Ⓒ藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK ⒸNintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku ⒸPokémon
Ⓒピヨピヨレボリューション ⒸNIPPON ANIMATION CO., LTD. Ⓒ森下裕美・OOP／Team Goma Ⓒ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
Ⓒ永井ゆうじ・小学館/100%パスカルプロジェクト Ⓒ篠塚ひろむ・小学館/ちぃちゃんプロジェクト Ⓒ青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996 Ⓒ犬丸りん・NHK・NEP
Ⓒ2015原ゆたか／ポプラ社, 映画かいけつゾロリ製作委員会 Ⓒ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 ⒸBNP/BANDAI, HEYBOT! PROJECT, メ〜テレ
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2017年は、日本のアニメーションが
初めて公開されてから100周年！
Japanese animation celebrates its 100th anniversary in 2017!

"アニメのチカラ"を世界へ

メイン

メイン

アニメNEXT100

100年を迎えた日本のアニメーション。その歴史の中で、現在判明している作品数
公式サイト
は、なんと作品タイトル数は1万1723件、エピソード数は15万8442件です。
http://anime100.jp/
そんな日本のアニメーションの 真 の魅力は、描く・創る・動かす・夢を実現する力。
2017年日本のアニメーション100周年プロジェクトは、日本のアニメーション文化
を世界に向かってこれまでにない規模で発信し、さらに、その未来を考えていきます。
日本のアニメーションの 真 の魅力を世界の全ての人達に向けて発信する、アニメ
NEXT100にどうぞご期待ください。

クリエイション

クリエイション

一般社団法人日本動画協会
『アニメNEXT100』―日本のアニメーション100周年プロジェクト―

アニメNEXT100 3つのプロジェクトコンセプト
2.アニメーション
教育・人材発掘・育成

3.アニメの未来

Archive・DataBase
日本のアニメーションを歴史的な網
羅性を高め、アカデミックな見地か
ら検証し、日本のアニメーション年
表となるデータベースの構築を目
指し、日本のア二メのチカラを世界
に発信！ オーラルヒストリーで伝
承すべき人たちの想い・技術・時代・
社会・作品の根底を捉え、未来へ
つなげることを目指します。

Education
私達が考えるアニメーション教育。
それは、日本の未来の担い手である
子どもたちの中にあるはずの「想像・
創造する力を芽吹かせ、様々な分
野で自らの力を発揮できる基礎力
を高め、生きる力を育てる」ことで
す。アニメーションサマージャンボ
リー、子どもたちへのメッセージア
ニメーションの発信等企画中！

Future
日本のアニメ大全を基軸に、各国・
各地のフェス等のタイミングに合わ
せた企画展を実施！ 徹底的にエン
ターテイメント、そしてアニメーシ
ョン総合力を集結したフェスティバ
ルの開催等、日本のアニメーション
文化とパワーをインパクト強く発信
し、インバウンドを引き起こしてま
いります。

３月26日（日）13:55〜14:40

東6ホールセミナーステージにて「アニメNEXT100」ステージを実施。

『日本のアニメ大全』
プロジェクト発表

①日本初国産アニメーションの調査報告

②2017年実施プロジェクトについて
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画像提供：東京国立近代美術館フィルムセンター｜ⒸWagoro Arai｜Ⓒおとぎプロ｜ⒸTadahito Mochinaga｜ⒸTadahito Mochinaga｜ⒸTadahito Mochinaga｜Ⓒ東映｜
ⒸRyohei Yanagihara｜ⒸYoji Kuri｜ⒸYoji Kuri｜ⒸRyohei Yanagihara｜Ⓒ手塚プロダクション｜Ⓒ光プロダクション・エイケン｜Ⓒ手塚プロダクション・TMS｜ⒸYoji Kuri｜
Ⓒタツノコプロ｜Ⓒ手塚プロダクション｜Ⓒ石森プロ・東映｜Ⓒ光プロダクション・東映アニメーション｜Ⓒタツノコプロ｜Ⓒ川本プロダクション｜Ⓒ水木プロ・東映アニメーション｜
Ⓒ梶原一騎・川崎のぼる／講談社・TMS｜Ⓒ長谷川町子美術館｜Ⓒタツノコプロ｜Ⓒ浦野千賀子・TMS｜Ⓒ高森朝雄・ちばてつや／TMS｜Ⓒタツノコプロ｜Ⓒ赤塚不二夫／TMS｜
Ⓒ川本プロダクション｜Ⓒタツノコプロ｜Ⓒダイナミック企画・東映アニメーション｜Ⓒタツノコプロ｜Ⓒ川本プロダクション｜ⒸNIPPON ANIMATION CO., LTD.｜Ⓒタツノコプロ｜
Ⓒエコー｜Ⓒ川本プロダクション｜ⒸNIPPON ANIMATION CO., LTD.｜Ⓒエコー｜ⒸTaku Furukawa｜Ⓒタツノコプロ｜ⒸNIPPON ANIMATION CO., LTD.｜Ⓒエコー｜
Ⓒ松本零士・東映アニメーション｜Ⓒ川本プロダクション｜ⒸNIPPON ANIMATION CO., LTD. Anne of Green Gables ™AGGLA｜Ⓒ創通・サンライズ｜
Ⓒ池田理代子プロダクション・TMS｜Ⓒちばあきお・エイケン｜Ⓒサンライズ｜Ⓒ鳥山明／集英社・東映アニメーション｜Ⓒサンライズ｜Ⓒエコー／桜映画社｜
ⒸPRODUCTION REED 1982｜Ⓒマガリ事務所｜Ⓒサンライズ｜Ⓒゆでたまご・東映アニメーション｜Ⓒぴえろ｜Ⓒあだち充／小学館・東宝・旭通信社｜ⒸTOMY｜
Ⓒバードスタジオ／集英社・東映アニメーション｜Ⓒ車田正美・東映アニメーション｜Ⓒマガリ事務所｜Ⓒ北条司／NSP・読売テレビ・サンライズ｜Ⓒマガリ事務所｜
Ⓒサンライズ・Ｒ｜ⒸHEADGEAR/BANDAI VISUAL/TFC｜Ⓒサンライズ｜Ⓒ1988 マッシュルーム・アキラ製作委員会｜Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV｜
ⒸTaku Furukawa｜Ⓒさくらプロダクション / 日本アニメーション｜Ⓒエコー／桜映画社｜Ⓒサンライズ｜ⒸMasaaki Mori｜Ⓒ武内直子・PNP・東映アニメーション｜
Ⓒ臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK｜ⒸYoshihiro Togashi 1990年-1994年 Ⓒぴえろ／集英社｜Ⓒ尼子騒兵衛／NHK・NEP｜ⒸNHK,NEP,I.TOON｜
Ⓒカラー/Project Eva.｜Ⓒ1995 Shirow Masamune/KODANSHA・BANDAI VISUAL・MANGA ENTERTAINMENT｜Ⓒこしたてつひろ・小学館／ShoPro ⒸTAMIYA｜
原作／青山剛昌 ｢名探偵コナン｣（小学館 ｢週刊少年サンデー｣ 連載中）Ⓒ青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996｜Ⓒ手塚プロダクション/松竹｜Ⓒビーファクトリー｜Ⓒサンライズ｜
Ⓒサンライズ｜Ⓒ犬丸りん・NHK・NEP｜ⒸTaku Furukawa｜Ⓒ長崎県｜Ⓒ本郷あきよし・東映アニメーション｜Ⓒ尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション｜
Ⓒ高橋和希 スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・NAS｜Ⓒ青木たかお・ベイブレードプロジェクト｜ⒸYamamura Animation ｜Ⓒ岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ｜
ⒸABC・東映アニメーション｜Ⓒ2004 黒澤明／橋本忍／小国英雄／NEP・GONZO｜Ⓒ久保帯人／集英社・テレビ東京・dentsu・ぴえろ｜
Ⓒ2004 Mahiro Maeda・GONZO／KADOKAWA｜Ⓒ満田拓也・小学館／NHK・NEP・ShoPro｜Ⓒ桜映画社・川本プロダクション｜Ⓒ「時をかける少女」製作委員会2006｜
ⒸSUNRISE／PROJECT GEASS Character Design Ⓒ2006 CLAMP・ST｜ⒸYamamura Animation / SHOCHIKU｜Ⓒ緑川ゆき・白泉社／「夏目友人帳」製作委員会｜
Ⓒ荒川弘／鋼の錬金術師製作委員会・MBS｜ⒸBNP/T&B PARTNERS｜ⒸNitroplus／TYPE-MOON・ufotable・FZPC｜Ⓒ2011 GONZO／ファムパートナーズ｜
Ⓒ小山宙哉・講談社／読売テレビ・A-1 Pictures｜Ⓒ西﨑義展/2014 宇宙戦艦ヤマト2199 製作委員会 Ⓒ2012 宇宙戦艦ヤマト2199 製作委員会｜
Ⓒ川原 礫／アスキー・メディアワークス／SAO Project｜ⒸGIRLS und PANZER Projekt｜Ⓒ2013 プロジェクトラブライブ!｜ⒸMakoto Shinkai / CoMix Wave Films｜
Ⓒ渡辺航（週刊少年チャンピオン）2008／「弱虫ペダル」製作委員会 2013｜ⒸMagica Quartet／Aniplex・Madoka Movie Project Rebellion ｜Ⓒ I.TOON｜ⒸBNGI/PROJECT iM@S｜
ⒸT‑ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / IPP製作委員会｜Ⓒえとたま製作委員会｜原作：モンキー・パンチ ⒸTMS｜ⒸKOKOSAKE PROJECT｜Ⓒ赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会｜
ⒸSHIROGUMI INC., GAMBA｜Ⓒsprite/久奈浜学院FC部｜ⒸLUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険DU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｜Ⓒプロジェクト マリ・ワカ｜Ⓒ2016「君の名は。
」製作委員会｜
ⒸYOTUBA SUTAZIO/NYANBO FP｜ⒸNintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku ⒸPokémon
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注意事項各種
●来場について
前日からの来場はご遠慮ください。前日からの来場による事故、トラブル

PRECAUTIONS
コスプレでの来場・退場・帰宅はできません。
ビッグサイト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

等につきましては、主催者は一切責任を負いません。

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

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

コスプレ登録（有料）が必要です。

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。

開場前は屋外でお待ちいただきます。

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）。

雨天の場合でも屋外に並んでいただきますので、あらかじめ雨具等、各自

※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。

でご用意ください。

※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

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、主催者では一切責任を負いません。
ご来場にかかわる費用は、全て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。

す。また更衣室内はカメラのレンズキャップを付けてください。
※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

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）。

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

車いす等、ご来場に付き添いが必要と判断される方は、かならず介護者同

す。

伴の上ご来場ください。会場内は大変混雑致します。予めご了承くださ

※当日中であれば荷物は何度でも出し入れができます。

い。

※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

ご来場前日は十分な休養をとり、体調を整えてお越しください。
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

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。

ただくようお願いします。また、できる限りマスクの着用をお願いいたし

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

ます。

管理をお願いいたします。
クロークはコスプレ参加の方専用です。

●イベント全体について

■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。

会場内は大変混雑いたします。危険ですので、会場内を走る、押し合う等

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

の行為は禁止です。

歩いてください。

会場内では多くの待機列（順番待ち列）がございます。列への割り込みや、

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

友人知人を列に招き入れる行為は他のお客様の迷惑となりますので、ご注

いてください。

意ください。

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。

ご自身の荷物・貴重品はご自身で管理してください。会場内での盗難・置

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。

き引き等に関して、主催者は一切責任を負いません。

可燃性危険物等の持ち込みは禁止です。

気分が悪くなったり、怪我をした場合は、お早目にお近くのスタッフにお

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

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。

為を禁止いたします。

他人に迷惑となるような行為（トイレ・通路等での着替え、大人数でのス

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

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。

す。

会場内外いずれにおいても、来場者間でのグッズ等の「交換・トレーディ

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。

ング」行為はご遠慮ください。また、
「営利を目的とした転売・譲渡」
「金額

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

より高値での転売・譲渡」
「オークション・SNS等で不特定多数に向けて

する場合があります。

の転売・譲渡・交換」は禁止です。本事項による来場者間のトラブルにつ

■衣装について

いては、主催者では一切関与いたしません。

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

会期中、会場内では各種取材が入っております。また、取材時に撮影され

はできません。

た写真が記事等に使用される可能性もございます。

着用されている場合はご退場、または撮影を中止・中断させていただく場

会場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

合がございます。その際の登録料の返金は致しません。

生した事故等に関しては、主催者は一切責任を負いません。

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

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。

できません。

会場で配布するもの、販売するものには、全て数に限りがございます。

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

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。

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

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。

外での着用はできません。

本誌及び会場内で掲出されている掲載商品や内容等は変更となる場合が

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

あります。

りさせていただく場合があります。
■撮影について

●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

撮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。
撮影許可の場所以外でのコスプレ撮影は禁止です。
撮影は相手の許可を貰ってから行ってください。

を守ってご参加ください。

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

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

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

の迷惑となる行為、危険行為は禁止です。

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

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

がございます。その際、登録料の返金は致しません。

禁止です。

■コスプレ及び来場について
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。

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。

※当日中であれば、更衣室は何度でも利用ができます。

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

※コスプレ登録証紛失の場合は再購入が必要です。再発行はできません。

込む場合もありますので予めご了承ください。
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●Admission
Please refrain from coming to the venue the day before the
festival. The organizers will not bear any responsibility for
accidents that occur due to the early arrival.
Please be reminded that police may approach you for the early
arrival to the venue.
Please be reminded that you will be asked to wait outside prior
to the opening of gate.
Please bring a rain gear with you in case of raining while waiting
outside.
The organizers will not bear any responsibility for cases such as
unable to get to the venue or late arrival due to traﬃc accidents/
weather conditions.
All expenses spent on attending the event must be covered by
attendees.
Minors must attend upon obtaining the permission of their
guardians.
Entering the venue with pets is not allowed, except for guide/
service dogs.
Attendees who need support (such as for wheelchair) must
accompany an assistant. Please be reminded that the venue will
be heavily crowded.
It is encouraged that attendees have enough rest and in a proper
health condition the day before.
When a possible infectious disease (ex: influenza) occurred,
please refrain from attending. Wearing a mask is recommended
in the venue.

●Event Overview
The venue will be heavily crowded. Dangerous actions such as
running and pushing are prohibited.
There are many waiting queues in the venue. Please be mindful
that cutting in or inviting friends in the lines cause inconvenience
to other attendees.
Attendees are responsible of managing their personal items,
including valuables, by themselves. The organizers will not bear
any responsibility for accidents relating to pickpocketing or
luggage thefts.
In cases of feeling sick or injuries, please inform the nearest staﬀ
or report to the General Information as quickly as possible.
Please refrain from behaviors or bringing items that may case
inconvenience to other attendees (ex: changing cloths in
restrooms/hallways, occupying a large space with a big group,
swinging an object, etc).
Both in and outside of the venue, please refrain from
exchanging/trading of items between attendees. Also,
reselling/transferring for commercial purposes , reselling/
transferring with higher price than the original price , reselling/
transferring/exchanging in auction or on SNS for many and
unspeciﬁed customers are prohibited. The organizers will not
bear any responsibility for accidents/troubles occurred due to
these actions.
During the event, press members are all around the venue.
Please be reminded that photos taken at their coverage may be
used later for their articles.
At the venue, please follow the instructions of the staff. The
organizers will not bear any responsibility for accidents caused
by not following the staﬀ instructions.
Attendees who do not follow the staﬀ instructions may be asked
to leave.
Please be reminded that items handed out or for sale in the
venue are available while supplies last.
Content of the event may change depending on certain
circumstances during the day.
The event may be cancelled due to unexpected accidents or
natural disasters.
Products and content listed in this booklet and in the venue may
change without notice.

●About Cosplay
To prevent inconvenience to other attendees, cosplay
participants are strongly advised to follow the rules below. The
organizers will not bear any responsibility regarding accidents or
troubles. Any actions that may cause inconveniences or physical
harms to other attendees are prohibited. Attendees who will not
follow these rules or staff instructions may be asked to leave
with no refunded.
■Cosplay and Admission
In addition to AnimeJapan Admission Ticket, Cosplay Registration
(¥1,000/day) is required for cosplaying.
* Cosplay Registration is conducted at the Cosplay Reception (by
the changing room)
* During the festival day, attendees can come back to the

changing room anytime.
* Lost Cosplay Registration pass will not be reprinted. Please
purchase it again.
Arriving and leaving the venue, as well as returning home while
cosplaying is not allowed.
When leaving the Big Sight, you must change from cosplaying.
■Changing of Clothes
Please use changing room in the venue when changing clothes,
in which case, Cosplay Registration (charged) is required.
* Changing clothes and make-ups in neighboring facilities or
venue s restrooms is prohibited.
Operating hours of the changing room is 10:00-17:00 (Reception
closes at 16:30).
* Leaving personal items in the changing room is prohibited.
Please use the baggage storage.
* Photography, regardless or devices, is strictly prohibited in the
changing room. Also, please keep lens-caps on while in the
changing room.
* Volatile/strong-smelling items, such as hair spray and
manicures, are prohibited.
■Baggage Storage
Baggage storage is available. Cosplay Registration (charged) is
required for the service.
* During the day of the festival, attendees can come back to
baggage storage anytime.
* However, please keep in mind that the storage space is limited,
and the service may not be available at times.
Operating hours of the storage service is 10:00-16:30.
Attendees are responsible for managing their valuables, including
lost/stolen/damaged items.
The baggage storage service is available only for cosplay
participants.
■Items Prohibited to Bring
Weapon-imitating items are only allowed to carry when they do
not violate the Swords and Firearms Control Law.
For weapons etc., please keep them in a bag while moving, in
order to prevent inconvenience to other attendees.
Long and large objects must be disassembled while moving.
Sharp-edged materials and loaded air-soft guns are prohibited.
Items that may injure/dirty other attendees and the venue are
prohibited to bring in.
Flammable items are prohibited to bring.
In the venue, actions such as swinging or throwing items
including bats, rackets, and balls are prohibited.
Bringing items that may break and scatter, such as glass
products or pottery, is prohibited.
Bringing items that violate the Article 175 of the Penal Code or
the Child Pornography Law is prohibited.
If an item is otherwise judged by the staff to be a danger or
inconvenience, it may be confiscated.
■Costumes
Overly exposing costumes, or the ones that may disturb other
attendees are not allowed to wear. Cosplayers in those outfits
may be stopped or asked to leave, and the registration fee will
not be refunded.
Uniforms of public authority, including police officers, Japan SelfDefense Forces members, firefighters, and others are prohibited.
Costumes that restrict vision (face-covers, masks, eye patches,
etc), movements (large paper-mâché, kigurumi, floor-length
costumes, large decorations, etc), are not allowed to wear
outside of cosplay areas.
When otherwise judged by the staff to be inappropriate, wearing
those costumes may be declined.
■Photo-Shooting
Photography should be carried out in the designated spots
(indoor/outdoor cosplay areas).
No cosplay photo-shootings are allowed outside of the authorized
areas.
Photographs must be carried out after getting a permission from
each cosplayer.
Please refrain from photography that causes inconvenience for
surrounding, or taking poses that are publicly inappropriate. Also,
please do not force the cosplayers for certain poses.
Bringing equipment such as large stroboscopes with stands, and
lights is prohibited.
Pictures taken in the venue cannot be used for commercial
purposes.
■Press Coverage
Media crews will be in the venue for coverage. Each attendee is
responsible for dealing with press coverages. Please check their
PRESS passes when answering to coverages.
The organizers may have their media crews cover the festival,
for recording and PR purposes. Attendees may be seen in their
photos/videos. We appreciate your understanding in advance.
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