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一般社団法人アニメジャパン 
 

世界最大級の総合アニメイベント『AnimeJapan 2018』 
◆AnimeJapan 2018スピンオフ企画!土曜日夜のフェス 

「AJ Night 2018」の出演者発表！ 
◆全 46プログラムの AJオープンステージ追加情報更新！ 

◆参加型企画「みんなで選ぶ！アニメなんでもランキング」の最新情報発表！  

◆街コンイベント「アニ☆コン」と「AnimeJapan 2018」とのスペシャルコラボイベント開催決定！ 

世界最大級の総合アニメイベント『AnimeJapan 2018』は「アニメのすべてが、ここにある。」をテーマに、出展社 241

社の企業出展、２日間で 46 プログラムが実施される AJ オープンステージ、作品連動型のコラボフードやオフィシャル

グッズ販売などを実施し、想定来場者数 150,000 人となる世界最大級の総合アニメイベントです。 

◆スピンオフ企画「AJ Night 2018」の出演者を発表しました。 

AnimeJapan 2018 サタデーナイトフェス！3 月 24 日(土)アニソンクラブ系イベント開催！ DJ プレイやアーティス

トによるライブなどファンの皆様にアニソンを楽しんで頂けるイベントを展開。 

◆「AJ オープンステージ」の最新情報を更新しました。これまで未定だったステージの情報を追加。（※着席観覧希望

者はステージ応募権付きチケットより抽選応募が必要です。※2 月 18 日(日)まで販売） 

◆「みんなで選ぶ！アニメなんでもランキング」投票開催！投票結果を Twitter でシェアした⽅の中から各ランキング

3 名様(計 12 名様)に AnimeJapan オリジナルグッズをプレゼント。 

◆街コンイベント「アニ☆コン東京 in AnimeJapan」の開催が決定しました。 

アニメ好きが集まる街コンイベント「アニ☆コン」と「AnimeJapan 2018」とのスペシャルコラボイベントを今年も

開催します。 



AJ Night開催概要 
 
AnimeJapan 2018も開催！ 
スピンオフ企画！3月 24日土曜日夜のフェス！「AJ Night 2018」の出演者が決定しました！ 
 
世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan」のスピンオフ企画として 2015 年に誕生した AJ Night。 
盛り上がること間違いなしのこの企画にはアーティスト&DJ フェス「AJ Night」に出演者を発表しました。 
東京・豊洲 PIT を舞台に、アーティストの音楽ライブと DJ のアニソンプレイが交差する、新感覚のフェスをお楽しみ
に！ 
チケットは、2 月 9 日(金)19:00〜2 月 18 日(日)23:59 に「AnimeJapan 公式サイト先行予約」にて販売。 
ぜひ以下の URL にて、イベントの詳細をご覧ください。 
●「AJ Night 2018」公式サイト 
https://www.anime-japan.jp/aj_night/ 
 
＜概要＞ 
【タイトル】AJ Night 2018 
【出演者 -LIVE-】亜咲花、石原夏織、D-selections、どうぶつビスケッツ×PPP、22/7 (ナナブンノニジュウニ) etc. 
【出演者 -DJ-】DJ WILDPARTY、TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND、motsu×DJ KAYA etc. 
【公演日】2018 年 3 月 24 日(土) 
【会場】豊洲 PIT 
【時間】開場 16:30／開演 17:30 
【前売料金】6,480 円（税込）※ドリンク代別 600 円 
【AnimeJapan 公式サイト先行予約】2 月 9 日(金)19:00〜2 月 18 日(日)23:59 
【AnimeJapan 公式サイト先行予約・窓口】チケットぴあ http://w.pia.jp/t/ajnight/（PC・携帯共通） 
※チケットの先行予約は抽選受付となります。 
※購入制限 1 名につき 4 枚までとなります。 

 
 
AJ オープンステージ最新情報 

 
オープンステージの情報を更新！ 
これまで未定だったステージの内容、出演者が発表されました。 
 
5 周年記念として、全ステージが自由観覧可能！さらに、３つだったステージが２つに増加で合計５ステージに！ 
※「AJ オープンステージ」は RED・WHITE・GREEN・YELLOW・BLUE の計 5 ステージで開催されます。 
毎年好評の新作アニメの発表やトークイベント、ライブなどを行う全 46 プログラムを開催します。 
最新のステージタイムテーブルは公式サイトより確認できます。 
https://www.anime-japan.jp/main/open_stage/ 

https://www.anime-japan.jp/aj_night/
https://www.anime-japan.jp/main/open_stage/


 
 
 
 
 
 
 

※画像はイメージです。 
 
※自由観覧可能ですが、スペースに限りがございます。 
※ステージイベントを着席で観覧をするためには、事前にステージ着席観覧への抽選応募が必要です。 
※ステージ前⽅は座席指定になります。こちらは従来同様「事前応募・抽選制」となります。 
 
 
事前販売入場券【ステージ応募権付き】販売はこちら 
チケット販売は 2018年２月 18日(日)まで！！ 
https://www.anime-japan.jp/ticket/outline/ 

 
みんなで選ぶ！アニメなんでもランキング 

 
5周年特別企画として、「みんなで選ぶ！アニメなんでもランキング」を実施 
 
公式サイト上よりランキング投票して、投票結果を Twitter でシェアした⽅の中から各ランキング 3 名様(計 12 名様)
に AnimeJapan オリジナルグッズをプレゼント。 
ランキングの結果は、3 月 23 日(金)放送の AnimeJapan 放送局ブース supported by ニコニコ生放送にて発表いた
します。 
 
第一弾 2月 2日(金)〜2月 9日(金)14:00 ※投票の受付は終了しました 
印象に残るキャッチコピーランキング 
アニメの内容を一文で伝えるキャッチコピー…数多あるキャッチコピーの中から今年はこれが一番印象に残った！と
いうキャッチコピーをランキング！ランキングの中で、意外なキャッチコピーが見つかるかも！ 
 

https://www.anime-japan.jp/ticket/outline/


第二弾 2月 9日(金)〜2月 16日(金)14:00 
公式WEBサイトが素敵なランキング 
2017 年も数々のアニメが放送・配信されましたが、そのサイトのそれぞれが素敵なデザイン・ギミックで情報告知を
しておりました！今回はそんなサイトをランキング化！あなたのお気に入りのサイトを投票してください。  
 
第三弾 2月 16日(金)〜2月 23日(金)14:00 
アニメイトスタッフが選ぶ、この商品がすごかったグッズランキング 
2017 年も数多くのグッズが発売されました！中にはこれをグッズ化するのか！？など衝撃的なものも数々。そんな数
多のグッズをランキング化し、2017 年に販売された「すごかった」グッズを決定！ 
 
第四弾 2月 23日(金)〜3月 2日(金)14:00 
アニメ化してほしいマンガランキング 
アニメ化して欲しいマンガランキング「自分のお気に入りのマンガをアニメ化しないか？」というのは、恐らく、みん
なの共通願望！そんな皆さまの欲望をランキング化！アニメ化したら、絶対面白い！そんな思いを投票でぶつけてくだ
さい！ 
 
みんなで選ぶ！アニメなんでもランキングの投票はこちら 
https://www.anime-japan.jp/main/ajranking/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
街コンイベント「アニ☆コン東京 in AnimeJapan」開催決定 

 
アニメ好きが集まる街コンイベント「アニ☆コン」と「AnimeJapan 2018」の 
スペシャルコラボイベントを今年も開催します。 
 
アニメ専門チャンネル・アニマックスと街コンジャパンが 2014 年に開始した「アニ☆コン」は定期的に全国で開催
しており、のべ 14,000 人以上のアニメファンが参加している人気の街コンイベントです。今年も 4 年連続で
「AnimeJapan」とのコラボイベントが決定しました。過去 3 年とも土日 2 日連続開催で、計 1,500 人以上のアニメ
ファンが集まり、アニメトークなどで盛り上がりました。 
ライトな⽅からコアなアニメファンまで、幅広く参加されています。少しでもアニメが好きな⽅なら大歓迎です。 
 
「AnimeJapan 2018」に参加した後は、「アニ☆コン」に参加して、気の合う仲間を見つけよう！ 
 
【アニ☆コンのポイント】 
・参加者全員がアニメ好き！ 
・アニメ企画が満載！ 
・恋人探しから友達作りまで！ 
 

https://www.anime-japan.jp/main/ajranking/


【イベント概要】 
イベント名：アニ☆コン東京 in AnimeJapan 
開催日時：2018 年 3 月 24 日(土) 17:00~20:00 
     2018 年 3 月 25 日(日) 17:00~20:00 
開催場所：東京ビッグサイト付近の飲食店 
対象：満 20 歳〜39 歳までの独身の男女 
   男性のみ 2 名 1 組 
参加費：男性：￥6,500  女性：￥3,000 
主催：株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン、株式会社リンクバル 
公式 URL：https://machicon.jp/anicon/ 

 
 
 

 
 
 
 

※画像はイメージです。 

 
 
AnimeJapan 2018開催概要 

 
催事名称     ： AnimeJapan 2018 
会場       ： 東京ビッグサイト (〒135-0063 東京都江東区有明 3-10-1) 
           東展示棟 東 1-8 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 ： 2018 年 3 月 24 日(土)・25 日(日) 会期時間 10:00〜17:00 ※最終入場 16:30 
ビジネスエリア会期： 2018 年 3 月 22 日(木)・23 日(金) 会期時間 10:00〜17:00 ※最終入場 16:30 
特別協賛     ： Sony × Fate/Grand Order 
協賛       ： ゴジラ・ストア × TOHO animation STORE／LIVE DAM STADIUM／株式会社 SANKYO／ 

d アニメストア／フィールズ株式会社 
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 
主催       ： 一般社団法人アニメジャパン 
展開内容     ： 出展ブース（展示・物販・イベントなど)／特設ステージ／ 

ビジネスエリア ※会議棟 1F レセプションホール／主催企画 など展開予定 
入場券      ： 2018 年 1 月 27 日(土)より販売開始 

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      ： @animejapan_aj (ハッシュタグ：#animejapan) 
事務局      ： AnimeJapan 運営事務局 
           [株式会社 ソニー・ミュージックコミュニケーションズ] 
 

※Sony × Fate/Grand Order は、ソニー株式会社と Fate/Grand Order の共同協賛です。 

https://machicon.jp/anicon/

