ごあいさつ

Greeting

本日はAnimeJapan 2019にご来場いただきまして、誠にありがとうございます。
「アニメのすべてが、ここにある。」というメッセージとともにスタートしたAnimeJapan
は、おかげさまで6回目を迎えることができ、出展小間数は過去最多となります。
皆様のご支援、ご協力に感謝申し上げます。
全世界のアニメファンの皆様、
ここに集った最新の魅力ある出展各社のコンテンツとステージイベントで、
一日中思う存分楽しんでください。
またビジネスでご来場いただいた皆様には、
有意義な情報交換の機会としていただければ幸いです。
これからも、ご来場の皆様と出展社の皆様と共にAnimeJapanを盛り上げ、
日本のアニメの魅力を全世界に発信していきたいと思いますので、
今後とも何卒ご支援のほど宜しくお願い申し上げます。
一般社団法人アニメジャパン

宮河

理事長

恭夫

Thank you very much for visiting AnimeJapan 2019.
AnimeJapan, that begun with the slogan Here is everything about Anime is
celebrating its 6th anniversary with the biggest ever number of exhibition units.
Thank you very much for all your support.
To all the fans of anime around the world,
we hope you will enjoy this day to the fullest with all the newest contents
presented by our exhibitors and many stage events we have prepared for you.
If you are visiting us for business purposes you will surely find many
opportunities for a meaningful information exchange.
We hope that with the help of our visitors and exhibitors, through AnimeJapan,
we will be able to convey the appeal of Japanese animation to the whole world.
Please look forward to AnimeJapan s further development.
AnimeJapan Organization Chairman of the Board

Yasuo Miyakawa

AnimeJapan 2019 開催概要
■催事名称 AnimeJapan 2019
■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［パブリックデイ］
会議棟 6F、1Fレセプションホール［ビジネスデイ］
■パブリックデイ
2019年3月23日（土）
・24日（日）10:00〜17:00
※最終入場16:30
■ビジネスデイ
2019年3月25日（月）10:00〜19:00 ※最終入場18:30
2019年3月26日（火）10:00〜18:00 ※最終入場17:30
■主催 一般社団法人アニメジャパン
■特別協賛 Fate/Grand Order
■協賛
LIVE DAM STADIUM／TOHO animation STORE
株式会社 SANKYO／dアニメストア
■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
■展開内容
●パブリックデイ
出展ブース（展示・物販）
／AJステージ／主催企画など
●ビジネスデイ
出展ブース／商談
■公式サイト https://www.anime-japan.jp
■公式Twitter
@animejapan̲aj（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］

ファミリーアニメフェスタ2019 開催概要
■催事名称 ファミリーアニメフェスタ2019
■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3ホール
■会期
2019年3月23日（土）
・24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 Fate/Grand Order
■協賛
LIVE DAM STADIUM／TOHO animation STORE
株式会社 SANKYO／dアニメストア
■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
■展開内容
出展ブース（展示・物販・イベントなど）
ファミリーステージ
キャラクターグリーティング
プレイコーナー
キッズワークショップコーナー
ファミリーフードパーク
■公式サイト http://www.family-animefesta.jp
■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］

AnimeJapan 2019 Event Outline
■Event Name AnimeJapan 2019
■Venue Tokyo Big Sight
(3-10-1 Ariake, Koto-ku, Tokyo, 135-0063)
East Exhibition Halls, East Hall 1-8 [Public Days]
Conference Tower 6F, 1F Reception Hall [Business Days]
■Public Days
10:00-17:00 on Mar 23 [Sat] - 24 [Sun], 2019
※Last admission 16:30
■Business Days
10:00-19:00 on Mar 25 [Mon], 2019
※Last admission 18:30
10:00-18:00 on Mar 26 [Tue], 2019
※Last admission 17:30
■Organizer AnimeJapan Organization
■Special Sponsors Fate/Grand Order
■Sponsors
LIVE DAM STADIUM / TOHO animation STORE
SANKYO CO., LTD. / d AnimeStore
■Supporters
Ministry of Economy,Trade and Industry
The Association of Japanese Animations
The Association of MANGA Publishers
■Contents
●Public Days
Exhibition booths (displays, sales) / AJ Stage
Organizer's programs, etc.
●Business Days
Exhibition booths / business meetings
■Oﬃcial Website https://www.anime-japan.jp/en
■Oﬃcial Twitter
@animejapan̲aj (hashtag：#animejapan)
■Administration Oﬃce
AnimeJapan Administrative Oﬃce
[Sony Music Communications Inc.]

Family Anime Festa 2019 Event Outline
■Event Name Family Anime Festa 2019
■Venue Tokyo Big Sight
(3-10-1 Ariake, Koto-ku, Tokyo, 135-0063)
East Exhibition Hall, East Hall 3
■Dates
10:00-17:00 on Mar 23 [Sat] - 24 [Sun], 2019
※Last admission 16:30
■Organizer AnimeJapan Organization
■Special Sponsors Fate/Grand Order
■Sponsors
LIVE DAM STADIUM / TOHO animation STORE
SANKYO CO., LTD. / d AnimeStore
■Supporters
Ministry of Economy,Trade and Industry
The Association of Japanese Animations
The Association of MANGA Publishers
■Contents
Exhibition booths (displays, sales, events, etc.)
Family Stage
Character Greeting
Play Corners
Kids Workshop Corner
Family Food Park
■Oﬃcial Website http://www.family-animefesta.jp/en
■Administration Oﬃce
AnimeJapan Administrative Oﬃce
[Sony Music Communications Inc.]
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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、先着で特製クリアファイルをプレゼント！
アンケート完了画面をスタッフに提示してください。
Special clear-folders given on the ﬁrst-serve basis!
Please open your completed-screen.
●クリアファイル配布場所
・東4ホール入口付近（インフォメーション隣）
・東7・8ホール間リンクスペース内
●Gift Location:
- East Hall 4: Information desk at Galleria, 1F
- East Hall 7 & 8: Linkspace
※配布数には限りがあります。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。
※当日の状況によって配布場所は変更になる可能性があります。

※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.
※The exchange spot may change depending on the situation on the day.
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フロアマップ

Floor Map

❾

❷
❻
❸

❶

❹
❷

❿

❺
❽

❶
❼
❶AJ ROCK ステージ AJ ROCK Stage
6 ROCK 周年となる今年は、全ステージの名称を一新しました。
最新アニメ作品の発表やトークイベント、ライブなど様々なステー
ジが繰り広げられます。
Commemorating the 6 (ROCK) anniversary, the name of all
the Stages have been altered. The latest anime news, talk
shows, live concert, various stages will be held.

❷コスプレイヤーズワールド Cosplayer s World
今回のコスプレイヤーズワールドは東8ホールで実施します。オフィ
シャル背景やコスプレパレードなど、様々な形でコスプレをお楽しみ
いただけます。
Cosplayer's World is held in the East Hall 8. Official
Background, Cosplay Parade, please enjoy various styles
of cosplay.
❸トレーディングエリア

Trading Aare
来場者同士でのグッズのコレクションの交換が可能です。ルールを
守ってトレーディングをお楽しみください。
※金銭の授受や販売行為は禁止です。
Attendees can exchange their purchased goods. Please
follow the rules and enjoy trading. *Selling or money
exchange are prohibited.
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❹オフィシャルグッズ

Oﬃcial Goods
ROCK をテーマに描き下ろされたオリジナルデザインを含むピッ
ク型缶バッチ「AJ PICK ガチャ」を販売します。

❼フードパーク Food Park
広い会場で歩き疲れた来場者の皆様の心とお腹を満たす、様々な種
類の美味しいフードを販売します。

Pick-shaped tin badges "AJ PICK Gacha" is available for
sale, with original designs of ROCK as the theme.

Tired of walking? Fill the heart and stomach! Various kinds
of tasty food are available.

❺チャリティーオークション Charity Auction
『AnimeJapan』×『ソードアート・オンライン』×『Gibson』の世界
に一つだけのコラボギターを展示しチャリティーオークションを実
施します。
AnimeJapan x Sword Art Online x Gibson: We exhibit the
one and only collab-guitar in the world to hold the charity
auction.

❻アニメ化してほしいマンガランキング

Manga we want to see animated
毎週数多く発売されるマンガの中から、皆様の投票で選ばれた「アニ
メ化したら絶対おもしろい」マンガのランキングを発表します。
Selected from the manga released every week, we will
announce the "Manga we want to see animated" ranking.

❽Production Works Gallery

Production Works Gallery
今回は、ガンダムシリーズ最新作『機動戦士ガンダムＮＴ』を題材に、
アニメーション制作に欠かせない 音 の制作工程を紹介します。
With the latest of the series "Mobile Suit Gundam NT" as a
sample, we will feature the "sound", the essential part of
anime production.

メインエリアで行きたいブースに迷ったら
AnimeJapan公式サイトが便利！

Lost on the way to the booth in Main Area?
Check out the website for help!

https://www.anime-japan.jp/main/contents/
出展ブースの 位置をみる
を
クリックすると地図が表示！
行きたい場所がすぐわかる！
Click the 位置をみる on the exhibit booth
and you'll see the map on display! Find
out where you want to go!

❾ファミリーアニメフェスタ2019

Family Anime Festa 2019
子どもに大人気のキャラクターが大集合！ 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。
Characters popular by kids are coming! It is a sister event
limited to elementary school children and under as well as
their guardians.

❿AnimeJapan 2019 ビジネスエリア

Anime Business Concierge
アニメビジネス関連の商談や情報収集を目的としたエリアです。
3月25日(月）
、26日（火）の平日2日間の開催です。
This area is specialized in meeting and learning the anime
business. Operating for 2 days on Mar.25 [Mon]-26 [Tue].
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P10‑11

フロアマップ

フロアマップ〈東1‑3〉
Floor Map〈East hall 1-3〉

フロアマップ〈東4‑6〉
Floor Map〈East hall 4-6〉

エンターテインメント

The Main Area: Floor Map〈East hall 7〉

フロアマップ

エンターテインメント

メインエリア フロアマップ〈東7〉

P08‑09

ビジネス

ビジネス

A・R・I・G・A・T・O ANISONG
presented by BANDAI NAMCO Arts …………30
M29… 東放学園映画専門学校 アニメーション映像科 …30
M39… トムス・エンタテインメント ………………………30
M27… バップ ………………………………………………16
M09… BANDAI SPIRITS …………………………………32
M08… バンダイナムコ Animation Airport ……………16
M10… バンプレスト ………………………………………32
M12… Pictone ………………………………………………32
M20… ヒサゴ…………………………………………………33
M36… 文京学院大学 ………………………………………34
M25… 平成アニソン大賞 / DJ和 …………………………34
M35… 株式会社ボンズ………………………………………34
M22… マーベラス……………………………………………18
M03… ユーフォーテーブル ………………………………35
M14… ラジオ大阪Vステショップ …………………………35
M02… ラブライブ！サンシャイン!!
プレミアムショップ in AnimeJapan 2019 ……35
M28… 株式会社ルミカ………………………………………35
M30… 株式会社ローソン……………………………………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
06

出展ブース INDEX
M21… イケメンシリーズショップ出張版 …………………20
M37… えいがのおそ松さん×Yahoo! JAPAN …………13
M38… エイベックス・ピクチャーズ ………………………21
M40… KADOKAWA ………………………………………22
M41… KADOKAWA（異世界）……………………………22
M24… 神田祭 ………………………………………………22
M11… CHARA-ART ………………………………………23
M19… クラックス……………………………………………23
M16… GraﬀArt Shop ……………………………………23
M33… グラフィニカ×ゆめ太カンパニー ………………24
M17… 彩ing …………………………………………………25
M13… JR東海ツアーズ「OFF旅」…………………………26
M32… 城西国際大学 ………………………………………26
M26… 白組 …………………………………………………26
M31… せいぜいがんばれ！魔法少女くるみ ……………27
M34… セガキャッチャーオンライン………………………27
M15… T-FAN SITE …………………………………………29
M23… DEZAEGG.COM ……………………………………29
M06… 東映アニメーション…………………………………29
M07… 東映ビデオ……………………………………………29
M01… 20th Anniversary Live ランティス祭り2019

Exibitor List
M01… 20th Anniversary Live LANTIS MATSURI 2019
A・R・I・G・A・T・O ANISONG
presented by BANDAI NAMCO Arts ………………30
M38… avex pictures ……………………………………21
M08… BANDAI NAMCO Animation Airport …………16
M09… BANDAI SPIRITS …………………………………32
M10… BANPRESTO ………………………………………32
M35… BONES ………………………………………………34
M36… Bunkyo Gakuin University ……………………34
M11… Chara-art Inc. ……………………………………23
M19… CRUX ………………………………………………23
M23… DEZAEGG.COM ……………………………………29
M16… GraﬀArt Shop ……………………………………23
M33… Graphinica, Inc.×YUMETA CO.,LTD. ………24
M25… HEISEI Anisong Taisho / DJ Kazu …………34
M20… HISAGO ……………………………………………33
M21… Ikémen Series Shop ……………………………20
M32… JOSAI INTERNATIONAL UNIVERSITY ・
ANIMECGseminar…………………………………26
M13… JR TOKAI TOURS, INC.「OFF TABI」…………26
M40… KADOKAWA ………………………………………22
M41… KADOKAWA"ISEKAI" ……………………………22

M24… Kandamatsuri ……………………………………22
M30… LAWSON, INC ……………………………………35
M02… Love Live! Sunshine!!
Premium Shop in AnimeJapan 2019 ………35
M28… LUMICA CORPORATION ………………………35
M22… Marvelous …………………………………………18
M37… OSOMATSUSAN THE MOVIE Yahoo! JAPAN …13
M12… Pictone ………………………………………………32
M14… radio osaka vstation shop ……………………35
M17… saing …………………………………………………25
M34… segacather-online ………………………………27
M31… Seizei Ganbare ! Mahoushoujo KURUMI …27
M26… SHIROGUMI INC. …………………………………26
M15… T-FAN SITE …………………………………………29
M39… TMS ENTERTAINMENT …………………………30
M06… TOEI ANIMATION …………………………………29
M07… TOEI VIDEO COMPANY, LTD. …………………29
M29… TOHO GAKUEN Film Techniques Training College
Animated Image Department …………………………30
M03… ufotable ……………………………………………35
M27… VAP……………………………………………………16
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フロアマップ

ビジネス

ビジネス
出展ブース INDEX
J05… アクアマリン…………………………………………19
J23… アスミック・エース …………………………………12
J41… アズメーカー ………………………………………19
J72… アニプレックス………………………………………13
J61… ANIPLEX OFFICIAL SHOP ……………………20
J32… アニメイト …………………………………………20
J04… アニメギルド ………………………………………20
J03… アニメ『邪神ちゃんドロップキック』 ……………20
J13… インターネットラジオステーション
＜音泉＞&音mart …………………………………21
J48… うたの☆プリンスさまっ♪…………………………21
J06… ADKエモーションズ ………………………………21
J22… NBCユニバーサル …………………………………21
J55… エムズファクトリー ………………………………22
J49… カーテン魂 …………………………………………22
J52… Kaca entertainment ……………………………22
J12… Gift ……………………………………………………22
J28… キミコエ・プロジェクト/ファミリー劇場 ………22
J42… きゃらON！ …………………………………………23
J43… 京まふ（京都国際マンガ・アニメフェア）…………23
J58… GooGooDept. ………………………………………23
J70… KLabGames ………………………………………15
J54… GRANTdesign ……………………………………24
J35… 株式会社コアデ ……………………………………24
J51… COCOLLABO（ココラボ）…………………………24
J21… ご注文はうさぎですか？？…………………………24
J37… 株式会社 壽 屋 ………………………………………24
J16… 劇場版「冴えない彼女の育てかた Fine」…………25
J63… SACRA MUSIC ……………………………………25
J36… THEキャラ …………………………………………25
J26… サニーサイドアップ…………………………………25
J50… 株式会社シーサイド・コミュニケーションズ ……25
J18… シャフト………………………………………………26
J44… 白糸酒造株式会社 …………………………………26
J31… ステラワース ………………………………………27
J25…（株）セガ・インタラクティブ ………………………27

J24… 全巻一冊 ……………………………………………27
J10… 専門学校東京クールジャパン………………………27
J60… Sony 高音質体験 ……………………………………27
J20… タツノコプロ…………………………………………28
J59… 中外鉱業 ……………………………………………28
J53… 株式会社つくり/AKIBA HOBBY…………………28
J07… dアニメストア ………………………………………28
J08… DMM GAMES ………………………………………28
J34… 株式会社DMM.futureworks ………………………28
J69… DMM pictures ……………………………………28
J29… TBS公式アニメグッズオンラインストア
「アニまるっ!」………………………………………29
J64… ディライトワークス…………………………………29
J45… テレビ東京 …………………………………………29
J65… TOYPLA ……………………………………………29
J38… 東京クロノス ………………………………………30
J62… 22/7 …………………………………………………31
J67… ニジゲンノモリ………………………………………31
J01… ニトロプラス…………………………………………31
J02… 日本テレビ……………………………………………31
J27… ノイタミナショップ…………………………………31
J68… 博報堂DYミュージック＆ピクチャーズ …………31
J40… 株式会社ピーエムオフィスエー……………………32
J66… PikattoAnime/ピカットアニメ …………………32
J73… Fate/Grand Order ………………………………17
J11… 福島ガイナ……………………………………………33
J39… フライングドッグ……………………………………33
J14… プラルトアニメストア ……………………………18
J56… PREMICO（プレミコ）
………………………………33
J47… ブロッコリー ………………………………………33
J30… フロンティアワークス………………………………34
J71… マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 …34
J46… マルチポイント×コネクション〜稜風学園購買部〜 …34
J15… メディコス・エンタテインメント …………………35
J09… ワーナー ブラザース ジャパン ……………………19
J17… ONEder ……………………………………………35

Exibitor List
J62… 22/7 …………………………………………………31
J06… ADK Emotions Inc. ………………………………21
J32… animate ……………………………………………20
J04… Anime guild …………………………………………20
J72… ANIPLEX ……………………………………………13
J61… ANIPLEX OFFICIAL SHOP ……………………20
J05… AQUAMARINE ……………………………………19
J23… Asmik Ace, Inc. ……………………………………12
J41… azumaker …………………………………………19
J47… BROCCOLI …………………………………………33
J42… charaon！……………………………………………23
J59… CHUGAI MINING …………………………………28
J35… coade co,ltd. ………………………………………24
J51… COCOLLABO ………………………………………24
J49… curtain-damashii …………………………………22
J07… d AnimeStore ………………………………………28
J64… DELiGHTWORKS …………………………………29
J08… DMM GAMES ………………………………………28
J69… DMM pictures ……………………………………28
J34… DMM.futureworks Co., Ltd. ……………………28
J03… DROPKICK ON MY DEVIL!! ……………………20
J24… eOneBook …………………………………………27
J73… Fate/Grand Order ………………………………17
J39… FlyingDog …………………………………………33
J30… Frontier Works Inc. ………………………………34
J11… Fukushima Gaina …………………………………33
J12… Gift ……………………………………………………22
J58… GooGooDept ………………………………………23
J54… GRANTdesign ……………………………………24
J68… Hakuhodo DY music & pictures ………………30
J13… internet radio station onsen & otomart ……21
J21… Is the order a rabbit?? …………………………24
J52… Kaca entertainment ……………………………22
J28… kimikoe project/ Family Gekijyo ……………22
J70… KLabGames ………………………………………15
J37… KOTOBUKIYA CO., LTD. ………………………24

J43… KYOMAF（KYOTO INTERNATIONAL
MANGA ANIME FAIR）……………………………23
J15… MEDICOS ENTERTAINMENT …………………35
J55… M's factory …………………………………………22
J46… Multipoint × Connection -Ryofu private high school store- …34
J22… NBCUniversal ……………………………………21
J67… NIJIGEN NO MORI ………………………………31
J02… Nippon TV …………………………………………31
J01… Nitroplus ……………………………………………31
J27… noitaminA-shop ……………………………………31
J17… ONEder Inc. ………………………………………35
J66… PikattoAnime ………………………………………32
J40… PMOA Co.,Ltd ……………………………………32
J14… PRART Anime Store ……………………………18
J56… PREMICO ……………………………………………33
J71… PUELLA MAGI MADOKA MAGICA SISE STORY
［MAGIA RECORD］ …………………………………34
J63… SACRA MUSIC ……………………………………25
J16… Saenai heroine no sodate-kata. Fine ………25
J50… Sea Side Communications,INC ………………25
J25… SEGA Interactive Co., Ltd ……………………27
J18… SHAFT ………………………………………………26
J44… Shiraito Shuzo Co., Ltd. …………………………26
J60… Sony High-Quality Sound ………………………27
J31… stellaworth …………………………………………27
J26… SUNNY SIDE UP …………………………………25
J20… Tatsunoko Production …………………………28
J29… TBS animation Oﬃcial online store Animaru …29
J36… THE CHARA ………………………………………25
J38… TOKYO CHRONOS ………………………………30
J10… Tokyo Cool Japan College ……………………27
J65… TOYPLA ……………………………………………29
J53… Tukuri/AKIBA HOBBY …………………………28
J45… TV TOKYO …………………………………………29
J48… Uta no Prince-sama ……………………………21
J09… Warner Bros. Japan ……………………………19

ファミリーアニメフェスタ

ファミリーアニメフェスタ
08

エンターテインメント

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

フロアマップ

エンターテインメント

メインエリア フロアマップ〈東4‑6〉
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フロアマップ

ビジネス

ビジネス
出展ブース INDEX
A39… アクシア………………………………………………19
A23… あそびファクトリー/YTE …………………………19
A19… アニメシアターＸ（AT-X）…………………………20
A36… あにめたまご2019 …………………………………20
A25… アニメツーリズム協会 ……………………………20
A20… インフィニット………………………………………21
A24… AIC ……………………………………………………21
A34… EXIT TUNES ………………………………………21
A11… SMDE ………………………………………………14
A03… XFLAG ………………………………………………14
A38… KING BLADE ………………………………………23
A17… グッドスマイルカンパニー ………………………23
A41… コスパ ………………………………………………24
A06… コミックス・ウェーブ・フィルム …………………24
A21… SANKYO サテライト ……………………………25
A10… シーズナルプランツ…………………………………25
A29… GENCO ………………………………………………26
A32… 小学館集英社プロダクション………………………26
A08… 進撃の巨人……………………………………………15
A16… SQUARE ENIX ……………………………………26
A09… スタンドマイヒーローズ ／オンエア！……………27
A31… 谷川商事………………………………………………28
A35… TOKYOTOON ……………………………………30

A02… TOHO animation …………………………………30
A01… TOHO animation STORE ………………………30
A40… 株式会社トライアル ………………………………30
A26… 日本工学院・東京工科大学 …………………………31
A37… 一般社団法人 日本動画協会 ………………………31
A04… NETFLIX ……………………………………………19
A30… PACIFIC RACING TEAM…………………………32
A18… BS11 …………………………………………………32
A33… ぴえろ40周年記念 …………………………………32
A12… 123＠ストア by 一二三書房 ……………………33
A07… bilibili …………………………………………………33
A05… ブシロード …………………………………………17
A14… Project NOAH ‑プロジェクト・ノア‑ …………33
A28… 文化放送A&G ………………………………………34
A27… ポニーキャニオン …………………………………34
A22… ytv ……………………………………………………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
10

エンターテインメント

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

フロアマップ

エンターテインメント

メインエリア フロアマップ〈東1‑3〉

Exibitor List
A12… 123@store by HIFUMI SHOBO…………………33
A24… AIC ……………………………………………………21
A25… Anime Tourism Association ……………………20
A36… AnimeTamago2019 ………………………………20
A23… Asobi Factory/YTE ………………………………19
A08… Attack on Titan ……………………………………15
A19… AT-X …………………………………………………20
A39… AXIA …………………………………………………19
A07… bilibili …………………………………………………33
A18… BS11 …………………………………………………32
A05… Bushiroad …………………………………………17
A06… CoMix Wave Films ………………………………24
A41… COSPA ………………………………………………24
A34… EXIT TUNES ………………………………………21
A29… GENCO ………………………………………………26
A17… GOOD SMILE COMPANY ………………………23
A20… Inﬁnite ………………………………………………21
A38… KING BLADE ………………………………………23
A04… NETFLIX ……………………………………………19
A26… NIHON KOGAKUIN COLLEGE/
Tokyo University of Technology ……………31
A28… Nippon Cultural Broadcasting Inc. A&G ……34
A30… PACIFIC RACING TEAM ………………………32

A33… Pierrot 40th Anniversary ………………………32
A27… Ponycanyon ………………………………………34
A14… Project NOAH ……………………………………33
A21… SANKYO SATELIGHT …………………………25
A10… seasonal-plants …………………………………25
A32… Shogakukan-Shueisha Productions Co., Ltd. …26
A11… SMDE ………………………………………………14
A16… SQUARE ENIX ……………………………………26
A09… Stand My Heroes/ON AIR! ……………………27
A31… TANIKAWA CO.,LTD ……………………………28
A37… The Association of Japanese Animations …31
A02… TOHO animation …………………………………30
A01… TOHO animation STORE ………………………30
A35… TOKYOTOON ……………………………………30
A40… TRYALL ……………………………………………30
A03… XFLAG ………………………………………………14
A22… ytv ……………………………………………………35
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アニプレックス

72

出展ブース

ANIPLEX

超大型ビジョン＆ステージも！

Main Area: booth

Come visit our massive Screen and Stage! This
year Aniplex will not only showcase and sell
merchandise at the booth but will also entertain
with a massive screen and stage! Come stop by to
our booth and enjoy Aniplex s contents!

ビジネス

ビジネス

今年のアニプレックスは展示・物販に加え、超大型
ビジョンとブース内ステージを設けました！ TVア
ニメ、劇場アニメ、ゲーム、舞台、グッズ、音楽など、
アニプレックスのあらゆるコンテンツが一同に会し
たブースにぜひお越しください！

エンターテインメント

J

STAGE

ブース

ブース

エンターテインメント

メインエリア

EXHIBITION

ⒸA/S,PK ⒸRK/K/SA ⒸSK,DP/S,Y ⒸM/TBP2

東５

EXHIBITION

GOODS

J

アスミック・エース
Asmik Ace, Inc.

話題の会えるARダンス＆ボーカルグループが降臨！
「ARP」ほか多彩なラインナップをお見逃しなく!!

東７

M

37

EXHIBITION

GOODS

えいがのおそ松さん× Yahoo! JAPAN
OSOMATSUSAN THE MOVIE

The state-of-art AR dance & vocal group ARP gets 2019 TV anime
and comes to AnimeJapan for the first time ever! Check out our
booth for various events and merchandising of new TV anime Why
the hell are you here, Teacher!? (adaptation of a popular rom-com
manga), and both nearing its ﬁnal episode on air, Dimension High
School & How clumsy you are, Miss Ueno."

Yahoo! JAPAN

ここでしか手に入らない
「えいがのおそ松さん」の
描き下ろしグッズがもらえる！
買える！
Yahoo! JAPANと『えいがのおそ松さん』がコラボ。
おそ松たちが便利な電子決済サービスの「PayPay」
を分かりやすく紹介。Yahoo! JAPANのアプリから
「PayPay」を登録するとここでしか手に入らない描
き下ろしグッズがもらえる！さらに「PayPay」でし
か買えないグッズも！

2019年テレビアニメ化決定の『ARP』！ ARアイドルの最先端をひた
走るダンス＆ボーカルグループが遂にAnimeJapanに初登場!? さらに
アニメ化決定の人気ラブコメ『なんでここに先生が!? 』、最終回放送直前
の超次元革命アニメ『Dimensionハイスクール』、
『 上野さんは不器用』
など多彩な作品のスペシャルな展示・物販を行います。

ⒸYUKE'S Co., Ltd. All Rights Reserved. ⒸARPAP
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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
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STAGE

Collaboration between Yahoo! JAPAN and
Osomatsu-san The Movie . The Osomatsus
introduce the convenient e-payment service
PayPay in an easy-to-understand way. If you
register with PayPay from the Yahoo! JAPAN
app, you can get exclusively commissioned goods!
What s more, goods that you can only buy through
PayPay !
Ⓒ赤塚不二夫／えいがのおそ松さん製作委員会 2019
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東２

EXHIBITION

東５

EVENT

SMDE s ﬁrst exhibit at AnimeJapan! We ve worked
on CG production for Shinkalion , HI SCORE
GIRL , Sylvanian Families , Duel Masters , and
more! Come experience the world of 3DCG at our
booth!

A

東２

STAGE

A

XFLAG

08

XFLAG

XFLAGが手掛ける「アニメーション作品」の
最新情報をご紹介します！

EXHIBITION

進撃の巨人
Attack on Titan

進撃の巨人の世界を体感せよ!!
TVアニメ『進撃の巨人』Season 3、2019年4月よりNHK総
合にて放送スタート！ ブースでは『進撃の巨人』の名場面を
ジオラマで再現 !! 巨人の世界を体感せよ！
TV animation series "ATTACK ON TITAN" Season 3, start
broadcasting on NHK from April 2019! The popular scenes
of "ATTACK ON TITAN" are reproduced with diorama at
the booth! Experience the worlds of ATTACK ON TITAN !

XFLAGが手掛ける映画『プロメア』
『
、 パンドラとアク
ビ』
、アニメ『ファイトリーグ ギア・ガジェット・ジェネレ
ーターズ』の最新情報をご紹介します。
皆様のお越しを心よりお待ちしております！

14

At the KLabGames booth, visitors can check out
special areas dedicated to Love Live! School Idol
Festival,
Magatsu Wahrheit, and other titles,
plus get to see stage events with fabulous guests.
We ll also be giving away freebies and selling
merchandise for certain titles. We re looking
forward to welcoming you!

ファミリーアニメフェスタ

ファミリーアニメフェスタ

03

EXHIBITION

「KLabGames」ブースでは『ラブライブ！スクール
アイドルフェスティバル』、
『禍つヴァールハイト』の
展示に加え、多数のゲストを交えてのステージをお
届けします。また一部タイトルではノベルティ配布
やオリジナルグッズ販売を予定しております。みな
さまのお越しを心よりお待ちしております！
Ⓒ2013 PL! Ⓒ2017 PL!S ⒸKG ⒸBUSHI
ⒸKG

TM and Ⓒ 2018, Wizards of the Coast, Shogakukan, Mitsui/Kids, ShoPro, TV TOKYO

東２

KLabGamesの最新情報をライブステージでお届けします！
さらにオリジナルグッズ販売も！

ビジネス

ビジネス

『新幹線変形ロボ シンカリオン』や『ハイスコアガー
ル』
『シルバニアファミリー』
『デュエル・マスターズ』
な ど 様 々 な 作 品 のCG制 作 を 手 掛 け たSMDEが
AnimeJapanに初出展！ 3DCGで作り出される世
界をぜひブースで体験してください！

KLabGames
ブース

メカもキャラも背景も3DCGで表現！
SMDEブースでそのクオリティを体感しよう！

STAGE

KLabGames

70

SMDE

GOODS

Bringing you to the latest news on XFLAG s movies
Promare , Pandora & Akubi , and a series FIGHT
LEAGUE Gear Gadget Generators . We are looking
forward to seeing you!
ⒸTRIGGER・中島かずき／XFLAG ⒸXFLAG

エンターテインメント

J

SMDE

11
ブース

エンターテインメント

A

EXHIBITION

Animation ⒸBNP ⒸXFLAG Ⓒタツノコプロ

Ⓒ諫山創・講談社／「進撃の巨人」製作委員会
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VAP

EXHIBITION

J

GOODS

STAGE

EVENT

Fate/Grand Order

73

Fate/Grand Order

メインシナリオの振り返りや
アニメ情報、関連プロジェクトを紹介！
ブース内ステージでイベントも

ブース

2019年バップアニメ作品をお届けします！

TYPE‑MOONが贈るFateRPG『Fate/Grand Order』が
AnimeJapan 2019に出展！『Fate/Grand Order』のこれ
までの旅路を振り返る展示やアニメ最新情報などをご紹介！
さらに今年はブース内にステージを設置し、ここでしか見ら
れないステージイベントも開催！ オリジナルグッズの販売も
行います。

東７

M

Exhibits and merchandise sales for 2019 VAP
anime such as 3D Kanojo: Real Girl , The Morose
Mononokean Ⅱ , Welcome, Chitose , Ponkotsu
Quest , and Aware! Meisaku-kun ! We re looking
forward to your visit!

リアルガール」製作委員会 Ⓒワザワキリ／SQUARE ENIX・
「不機嫌なモノノケ庵2」製作委員会 Ⓒ夏目靫子・講談社 / VAP

EXHIBITION

バンダイナムコ Animation Airport
BANDAI NAMCO Animation Airport

バンダイナムコ Animation Airportへようこそ！

「バンダイナムコ Animation Airport」ブースでは、
『ガンダム』シリーズ、
『宇宙戦艦ヤマト2202 愛の
戦士たち』
、
『ラブライブ！』シリーズ、
『荒野のコトブ
キ飛行隊』
『ガールズ＆パンツァー 最終章』
、
『アイド
、
リッシュセブン』ほか各作品への素敵な旅へとご搭
乗いただきます。

Welcome to BANDAI NAMCO Animation Airport!
We welcome you onboard an AWESOME journey
of GUNDAM series, LoveLive! series, The
Magnificent KOTOBUKI, GIRLS und PANZER
Finale, IDOLiSH 7, and so on.

ⒸTYPE-MOON / FGO PROJECT

東３

EXHIBITION

GOODS
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EVENT

ブシロード
Bushiroad

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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Fate/Grand Order, Fate RPG presented by TYPE-MOON, is
coming to AnimeJapan 2019! Introducing the history of
Fate/Grand Order and the latest news on anime! In addition,
we are having stage shows inside the booth this time to
present programs available only here! Original items will be
available for sale.

ビジネス

ビジネス

『3D彼女 リアルガール』
『不機嫌なモノノケ庵 續』
『おこしやす、ちとせちゃん』
『ポンコツクエスト』
『あ
はれ！名作くん』などの2019年バップアニメ作品の
展示やグッズ販売を行います！ ご来場お待ちしてお
ります！
Ⓒ那波マオ／講談社・アニメ「３Ｄ彼女

16

東６

エンターテインメント

バップ

27
ブース

エンターテインメント

M

GOODS

『ガルパ』
『スタリラ』
『カラパレ』
『ヴァンガードZERO』ほか、
様々なコンテンツにて出展！
『バンドリ！ ガール
ズバンドパーテ
ィ！』
『少女☆歌劇
レヴュースタァライ
ト -Re LIVE-』
『バミ
ューダトライアング
ル 〜カラフル・パス
トラーレ〜』
『カード
ファイト!! ヴァンガ
ードZERO』など、ほ
かにも様々なタイト
ルの展示や物販を実
施予定。ブシロード
コンテンツの 今 を
Drop by the Bushiroad booth for "BanG Dream! Girls Band Party", "Revue Starlight ご覧ください！
-Re LIVE-", "Bermuda Triangle 〜Colorful Pastorale〜", "Cardﬁght!! Vanguard ZERO"
merchandise and exhibition!
ⒸCP△ ⒸBDP ⒸPRS Ⓒ2019 Ateam Inc. ⒸTBS(JAPAN) ⒸBUSHI
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PRART Anime Store

ア ニ メ『 約 束 の ネ バ ー ラ ン ド 』
『はたらく細胞』
『PSYCHO-PASS サイコパス』
『revisions リヴィジ
ョンズ』
『B-PROJECT〜絶頂＊エモーション〜』
『ピ
アノの森』
『抱かれたい男1位に脅されています。』な
どの人気作品の新商品を多数販売！最新情報はツイッ
ター（＠p̲animestore）やプラルトアニメストア公式
HPで！

東７

M

Marvelous

マーベラスなアニメ・舞台の
最新情報をお届け！
アニメ『やはり俺の青春ラブコメはまちがって
』の最新情報を公開！ さらに『あんさんぶ
いる。
るスターズ！オン・ステージ』
、ミュージカル『テ
ニスの王子様』3rdシーズン 青学vs四天宝寺、
、ミ
ミュージカル『薄桜鬼』
、舞台『弱虫ペダル』
『
、家庭教師ヒ
ュージカル『憂国のモリアーティ』
ットマンREBORN!』the STAGEなど、注目作
品のダイジェスト映像やキャストによる会場限
定コメント動画も公開します！
Releasing the news on My Youth Romantic
Comedy Is Wrong as I Expected ! Also, digest
visual and the event-limited cast commentaries
for Ensemble Stars! On Stage , musical
The Prince of Tennis 3rd season,
musical Hakuōki , theater Yowamushi
Pedal , Moriarty the Patriot , and Reborn!
are also to be featured!
Ⓒ許斐 剛／集英社・ＮＡＳ・新テニスの王子様プロジェクト Ⓒ許斐 剛／集英社・テニミュ製作委員会 Ⓒアイディアファクトリー・デザインファクトリー／ミュージカル『薄桜鬼』製作委員会
Ⓒ2013 渡 航、小学館／やはりこの製作委員会はまちがっている。 Ⓒ2016 Happy Elements K.K／あんステ製作委員会

18

04

NETFLIX

ハシャげ、世界。超豪華ゲストが
大挙来場！ NETFLIXアニメフェス開催！

2019年全世界に配信される最新作と超豪華声優ゲストら
による、NETFLIXアニメ フェス を開催！ オリジナルグ
ッズが当たる抽選会も開催予定！ 会場でお会いしましょ
う！ 詳しくはNETFLIXアニメ公式Twitterをチェック！
（@NetﬂixJP̲Anime）
Come enjoy Netﬂix's Anime Festival where famous voice
talents and other special guests get excited about the
newest titles. Visitors can also enter to win original
prizes in our giveaway. Check our official Twitter for
more details @NetﬂixJP̲Anime
See you at the Netﬂix booth!

東５

マーベラス

NETFLIX

EXHIBITION
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GOODS

アクアマリン
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AQUAMARINE

『進撃の巨人』ほか多数グッズを販売予定！

東５

J

09

EXHIBITION

ワーナー ブラザース
ジャパン
Warner Bros. Japan

ようこそ
「ワーナーブラザース ジャパン」ブースへ！

ワーナーブラザース ジャパンは、
『ジョジョの奇妙な冒険』
『ニンジャバットマン』などのTVシリーズから劇場までの
幅広いアニメ作品の製作を行い、国内外で展開しています。
アニメジャパンでは弊社の最新アニメ作品の紹介を予定し
ております。ぜひお越しください。
We, Warner Bros. Japan, locally produce variety of
anime such as JOJO s Bizarre Adventure and
BATMAN NINJA , and distribute globally . A lot of new
information of our upcoming titles will be revealed at
Anime Japan, so please visit our booth!

東２

GOODS

A

アクシア

39

AXIA

アニメ・ゲーム作品からヒロインたちのグッズが勢揃い
往年の名作をはじめ話題の最新作ま
で！ヒロインたちの姿をすぐそばに
感じられるキャンバスアートシリー
ズなどグッズやアパレルを販売予
定！

キャラクターグッズメーカーの
アクアマリンです。
『進撃の巨人』や『SSSS.GRIDMAN』
ほか、多数グッズを販売予定!!
We are character goods maker
AQUAMARINE. Attack on Titan ,
SSSS.GRIDMAN , and other anime
goods will be on sale!!

東６

J
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GOODS

Always be with heroines from
popular titles in prior years to latest
hits, with our Canvas Art Poster
series!

東２

アズメーカー
azumaker
大好き、を届ける！

EVENT
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EXHIBITION

STAGE

ビジネス

ビジネス
ⒸSK,DP/S,Y ⒸPP ⒸAS/K,A,D Ⓒrvs ⒸM/TBP2 ⒸI,K/P ⒸDO1 P

A new product of a popular work of animation "The
Promised Neverland" "Cells at Work!"
"PSYCHOPASS" "revisions" "B-PROJECT -Zeccho＊
Emotion-" "PIANO NO MORI-The perfect world of
KAI-" "DAKARETAI OTOKO No.1 NI ODOSARETE
IMASU.", etc. is going to sell a lot! Please check the
latest information at Twitter (@p̲animestore) and
PRART Anime Store website!

A

EVENT

ブース

フィルター・インクの
アニメグッズオフィシャルサイト
「プラルトアニメストア」
リアル店舗出店！

EXHIBITION

A

23

GOODS

あそびファクトリー/YTE
Asobi Factory/YTE

『名探偵コナン』
『僕のヒーローアカデミア』ほか
「名探偵コナン」
「僕のヒーローアカ
デミア」ほかのグッズを販売します。

アニメーションのグッズ販売を行います！ 人気タイトルのグッ
ズが盛りだくさん！ ぜひお越しください！

エンターテインメント

プラルトアニメストア

ブース

エンターテインメント

J

東２

Detective Conan , My Hero
Academia , and other anime-related
goods are on sale.

Oﬀering animation goods for sale! Full of items from popular titles!
We are looking forward to seeing you!
Ⓒazumaker Inc.

19

GOODS

東６

61

ANIPLEX OFFICIAL SHOP

描き下ろしイラストを使用した限定商品を販売！

32

animate

J

Exclusive items with special
illustration for the titles displayed at
Aniplex Booth are planned for sale!
Don't miss it!

Full of featured content including
Tsukino Talent Production series,
Amasashio , a voice actor group
announced their debut CD, and
more♪

We re selling radio CDs and
merchandise from Girls und
Panzer , Sword Art Online ,
RELEASE THE SPYCE , and more!

At Inﬁnite our business is animation
planning/production. Were introducing
shows we ve worked on and new
titles at our booth!

GOODS

STAGE

EVENT

EXHIBITION

東２

A

アニメシアターＸ（AT-X）

19

AT-X

アニメを見る・知る・感じるなら、AT-Xへ！

GOODS

EVENT

アニメ『邪神ちゃんドロップキック』
DROPKICK ON MY DEVIL!!

Anime Tourism Association

Uta no Prince-sama

東５

あにめたまご2019

36

AnimeTamago2019
「あにめたまご2019」展

あにめたまご2019

東７

M

21

GOODS

J

AICライツです！

Ikémen Series Shop

ⒸAIC

GOODS

EVENT

ADKエモーションズ

06

ADK Emotions Inc.

共感、憧憬、歓び……ファンのココロを揺さぶりたい！

東７

M

38

GOODS

STAGE

EVENT

エイベックス・ピクチャーズ
avex pictures

今年も開催！ エイベックス最新作ステージ！
「エイベックス・ピクチャーズ」ブー
スでは、2019年最新作や人気作品
のステージイベントを開催予定です。
ぜひお越しになってみてください。
At the avex pictures booth, we re
putting on stage events for 2019
new/popular shows. Please come
by and take a look!

『ケンガンアシュラ』
『新テニスの王子様BEST GAMES!!』ほか、
注目タイトルが目白押しです！
Hottest titles are packed, such as "Kengan Ashura" and "New
Prince of Tennis BEST GAMES!!"

東２

イケメンシリーズショップ出張版

EXHIBITION

EXHIBITION

A

34

STAGE

EVENT

EXIT TUNES
EXIT TUNES
初出展！ アニメ新情報を解禁!!

イケメン革命＆イケメンライブの新作グッズを販売！

2019年版「日本のアニメ聖地88」
紹介と「アニメ聖地の地域」からお土
産物や聖地関連グッズ販売、アニメ
聖地マップ配布などを行います。

『イケメン革命』
『イケメンライブ』
の描き下ろしイラストなどを使用し
たオリジナルグッズを販売いたしま
す！ ※画像は監修中のものです。

声 優 × ボ カ ロ 曲 で 大 人 気CD
「ACTORS」がアニメ化決定！最新
情 報 を 発 表。 ア ニ メ グ ッ ズ・CD・
Blu-ray＆DVDも販売。

Introducing Japanese Anime
88-Spots 2019 Edition , selling
souvenirs/goods from regions of
anime spots, distributing anime spot
maps.

We will be selling original Ikémen
Revolution and Ikémen Live goods
featuring special commissioned
illustrations! *Subject to change.

We bring animation titles
merchandise, CD, Blu-ray and DVD
for sale.

ⒸCYBIRD

AIC

『うた☆プリ』人気グッズが盛りだくさん♪

Introducing the past anime
possessed by AIC Rights, as well as
the sequel/reboot animation series.

EXHIBITION

A

AIC

24

The Uta no ☆ Prince-sama booth
has brand new goods on sale this
year too! For details on the booth,
check our oﬃcial site.

Introduction to Anime Tamago
2019 Young Animator Training
Project by the Agencyfor Cultural
Aﬀairs, storyboards/key animations
will display.

アニメの舞台と日本を旅しよう

48

A

GOODS

Exhibition of new programs starting
from APRIL, free novelties, and
special gifts only for AT-X members.
Also, AOP will visit our booth!

Lots of Dropkick on my Devil!
related items on display, and of
course, selling popular goods
speciﬁcally for AnimeJapan!

アニメツーリズム協会

うたの☆プリンスさまっ♪

EXHIBITION

AICライツとして保有している過去
のAICのアニメーション作品、そし
てリブートあるいは続編新作アニメ
ーションの紹介をします。

文化庁若手アニメーター等人材育成
事業「あにめたまご2019」の育成事
業の説明や絵コンテ、原画などの貴
重な資料を展示でご紹介します。

GOODS

東２

ファミリーアニメフェスタ

ファミリーアニメフェスタ

25

EXHIBITION

J

GOODS

ⒸUTA☆PRI-MOVIE PROJECT

東２

Ⓒ文化庁

EXHIBITION

『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。

『邪神ちゃん』ゆかりの品々をところ
狭しと展示、物販では販売中の人気
グッズは勿論、AnimeJapanに向け
たグッズも販売予定!!

Ⓒユキヲ・COMICメテオ／邪神ちゃんドロップキック製作委員会

東５

Ⓒinfinite

4月新番組の告知やノベルティ無料
配布、加入者様限定プレゼント抽選
会にアニメグッズ販売も。そしてA
応Pがブースに遊びに来ます！

ⒸAT-X

『邪神ちゃん』の魅力満載で贈る展示＆物販ブース！

A

GOODS

Ⓒ Internet Radio Station＜音泉＞

ビジネス

ビジネス

Ⓒアニメギルド

東３

Inﬁnite
10年愛されるアニメーションを！
アニメーションの企画・プロデュー
スを行う「インフィニット」ブースで
は、これまでに手掛けた作品やこれ
からお届けする最新作をご紹介！

It s our 3rd anniversary!! Introducing the 2019 ongoing series
and the April lineups! Stage event is also coming this year ☆

03

インフィニット

20

人気アニメ・声優ラジオのグッズを販売中！

ムービックとアニメイトがコラボレーション！

今年3年目!! 2019年放送中の魅力や4月から放送するラインナッ
プをご紹介！ 今年はブースでのステージイベントも実施☆

J

internet radio station onsen & otomart

A

GOODS

『ガールズ＆パンツァー』
『ソードア
ート・オンライン』
『RELEASE THE
SPYCE』等のラジオCDやグッズを
取り扱っています！

Anime guild

EXHIBITION

13

インターネットラジオステーション
＜音泉＞&音mart

EXHIBITION

「ツキノ芸能プロダクション」シリー
ズ やAGF2018でCDデ ビ ュ ー が 発
表された声優ユニット「あまさしお」
など注目コンテンツが満載♪

話題作が続出!! ＢＳフジのアニメ枠アニメギルド

東５

J

東２

「ANIPLEX」ブースにて展示中作品
の描き下ろしイラストグッズなどを
販売予定です。ぜひお越しくださ
い！

アニメギルド

04

GOODS

東６

ブース

EXHIBITION

EVENT

アニメイト

Ⓒmovic

東５

20

J

GOODS

エンターテインメント

ANIPLEX OFFICIAL SHOP

ブース

エンターテインメント

J

EXHIBITION

東５

東４

J

22

EXHIBITION

NBCユニバーサル
NBCUniversal
「NBCユニバーサル」ブースです！
2019年の新作勢揃い！新作など大
展開します！ぜひお越しください！
An amazing lineup of new shows in
2019, and we ll be unveiling many
of those and much more! Please
stop by!

ⒸEXIT TUNES

21

東５

EXHIBITION

東５

55

M's factory

J

GOODS

EXHIBITION

東７

M

カーテン魂

49

最新商品から特価商品まで取り揃えております！

11

curtain-damashii

J

52

EXHIBITION

Curtain Damashii booth will have sales of anime character
curtains, dakimakura, and many other Ita interior goods.

Kaca entertainment
Kaca entertainment

M

EVENT

KADOKAWA
群を抜く作品数で、皆様をお出迎え！

Ⓒazumaker Inc.

EXHIBITION

東６

J

43

GOODS

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

Kyoto Int'l Manga Anime Fair2019,
Western Japan's largest manga/
anime event, will held from Sep.
21th to 22th in Kyoto.

Ⓒ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

KADOKAWA（異世界）
KADOKAWA"ISEKAI"

GOODS

M

24

Kandamatsuri
2019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。本祭に先駆けてコラボ商
品の先行販売を行います！

We re going to show you a
miraculous crossover between the
most popular isekai shows! Please
come and see it for yourselves!

A collaborative booth by anime and
Kanda Matsuri, a festival to be held
in 2019. Prior to the festival, we will
oﬀer pre-sale of collab-items!

GOODS

東５

Gift
Gift
新作ぬいぐるみの販売を行います！

J

28

EXHIBITION

EXHIBITION

J

GOODS

キミコエ・プロジェクト/
ファミリー劇場
kimikoe project/ Family Gekijyo

「キミコエ・プロジェクト」など最新情報を紹介！

GOODS

KING BLADE

38

KING BLADE
BEST OF PENLIGHT キンブレ

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

東２

A

GooGooDept.

58

5月に開催の神田祭のコラボレーション商品の販売！

大人気「異世界」作品が集合して、奇
跡のクロスオーバー展開をお見せし
ます！ ぜひ皆さん自身の目で確か
めてくださいね！

GOODS

ⒸRUIFAN

東５

神田祭

EXHIBITION

A

西日本最大級のマンガ・アニメイベント「京まふ」！

Numerous events that everyone
can enjoy and exclusive early sale
merchandise. This is the biggest
KADOKAWA exhibit in History!

東７

東２

17

GooGooDept

EXHIBITION

GOODS

グッドスマイルカンパニー
GOOD SMILE COMPANY

「きゃらぺた」のグーグーデプトです！

「ねんどろいど」でおなじみのグッスマです！

コミケでも大盛況でした『ぱん痛』や、A3クリアポスターなど多
数アイテムをイベント価格にて販売いたします！

「ねんどろいど」
「ﬁgma」等の最新フィギュアを多数展示します。
また、フィギュアやグッズの販売も行います。

Selling numerous items at event prices, including
popular at Comiket, and A3 clear posters!

東７

M

19

Pantsuu ,

GOODS

Presenting the latest Nendoroid, ﬁgma and other ﬁgures! Goods
and ﬁgures also available for sale.

東７

クラックス
CRUX

キャラクターグッズ盛りだくさん♪ 先行・限定品あります☆

新作ぬいぐるみの販売のほか、発売
予定のぬいぐるみの展示を行う予定
です！ 詳細は決まり次第弊社のHP
で告知します！

東北新社が主催する「キミコエ・プ
ロジェクト」の最新情報の紹介や、
ファミリー劇場の放送や配信に関す
る最新情報を紹介いたします！

大人気作品のキャラクターグッズの
販売を行います！ 先行販売やイベ
ント会場限定販売も予定しておりま
す！ ぜひお立ち寄りください★

In addition to selling brand new
plush toys, we ll have upcoming
plush toys on display! Details will be
updated on our homepage!

The latest news on Kimikoe
Project by TFC and the broadcast
information on Family Gekijyo will
be introduced!

Selling character goods from the
most popular anime! We re also
planning advance sales and event
exclusive merchandise! Please stop
by★

ファミリーアニメフェスタ

ファミリーアニメフェスタ

12

We will be selling products of more
than 30 popular anime series.
Everything you want now is here!
Please visit charaon! booth!!

With HR 2D pipeline system of
proprietary technology, high
eﬃciency and high quality animation
production can be realized.

Ⓒ異世界かるてっと／ＫＡＤＯＫＡＷＡ

J

At CHARA-ART, we ll be exhibiting
and selling reproduced key
animations and canvases! We re
waiting patiently for your visit (^-^)/

京都国際マンガ・アニメフェア（京
まふ）は今年も9月21・22日（土・日）
に京都で開催。ブースでは京都コラ
ボ商品を販売しています。

EXHIBITION

EXHIBITION

人気アニメ30タイトル以上の商品
を販売致します。今ほしい商品がこ
こにはある！「きゃらON!」ブース
にぜひお越しください！！

すべての方に楽しんでいただける多
彩なイベント、会場限定・先行商品
の 販 売。 今 年 はKADOKAWA史 上
最大規模での展開！お楽しみに!!

「異世界」
、ここに降臨！

東６

キャラアートでは、複製原画やキャ
ンバスなどの展示・販売をしていま
す！ 皆さまのお越しをお待ちして
おります(^-^)/

ビジネス

ビジネス

41

STAGE

charaon！
アニメグッズなら、きゃらON！

先進的な3Dエンジンを搭載した独
自 技 術 のHR2D pipelineシ ス テ ム
で、高効率で高品質のアニメ製作を
実現できます。

ⒸShanghai Kaca Culture Communication Co.,Ltd

M

GOODS

KADOKAWA

40

最先端の3Dアニメーション製作をご覧ください。

東７

EXHIBITION

きゃらON！

42

Chara-art Inc.

アニメ・ゲームキャラクターのカーテン、抱き枕、タペストリー、
スマートフォンケースなどのインテリア雑貨を展示・販売します。

東７

J

Wall Entertainment を発信！

世界中のお部屋に痛インテリアを！

GOODS

東６

ブース

We ve got plenty of cloth
merchandise waiting for you
including tapestries and hug pillow
covers. Brand new items and
bargain sales!

GOODS

CHARA-ART

タペストリー、抱き枕カバー、Tシャ
ツなど布ものを中心に、新商品から
特価品まで多彩な商品をご用意して
お待ちしております。

東５

22

EXHIBITION

エンターテインメント

エムズファクトリー

ブース

エンターテインメント

J

GOODS

M

16

GOODS

GraﬀArt Shop
GraﬀArt Shop
落書きタッチで描いた『GraﬀArt』

アニメタイトルを落書きタッチで描いた『GraﬀArt』シリーズを
ご用意しております。
At the booth, we will introduce you many pre-sale items of
animations and game titles which drawn with GraﬀArt series.

23

東７

グラフィニカ×ゆめ太カンパニー
Graphinica, Inc.×YUMETA CO.,LTD.

J

M

彩ing

17

願いを叶えるデザイン「GRANTdesign」

saing

J

16

EXHIBITION

劇場版
「冴えない彼女の育てかた Fine」
Saenai heroine no sodate-kata. Fine
AJ会場限定ヒロイン別前売券発売！

人気アニメタイトルのグッズを多数販売！

We ll have video footage of
Graphinica and Yumeta Company
anime previews and Re:Stage!
Dream Days♪ goods on sale. Please
stop by!

SSSS.GRIDMAN, Kaiju Musume
(Black),Egaonoda etc are on sale!
Please check the site for the latest
information.

Selling numerous goods from new
anime, focusing on popular bags.
This time we re planning an outlet
sale! You may ﬁnd great bargains!

Releasing in fall 2019! Saenai
Heroine no Sodatekata Fine the
movie booth is coming! Limited pretickets and goods for sale!

ⒸGRANTdesign

coade co,ltd.

Ⓒ2019 丸戸史明・深崎暮人・KADOKAWA ファンタジア文庫刊／映画も冴えない製作委員会

GOODS

東５

J

東６

COCOLLABO（ココラボ）

51

COCOLLABO

EXHIBITION

J

SACRA MUSIC

63

人気アニメの新作グッズ先行発売など盛りだくさん♪

GOODS

SACRA MUSIC
SACRA MUSIC アーティスト紹介

東６

GOODS

J

THEキャラ

36

THE CHARA

話題のアニメ、ゲームのグッズを先行・限定にて販売

Ⓒcoade

「ラスカル」コラボグッズをはじめ多数のアイテムを会場限定価格
で先行販売します！
Various items, including Rascal collab-goods will be available
as pre-sale at event price!
ⒸCaravan, Inc

GOODS

GOODS

東４

A

コスパ
COSPA

人気アニメ公式キャラグッズ＆アパレル勢ぞろい！

21

Is the order a rabbit??

J

37

株式会社 壽 屋
KOTOBUKIYA CO., LTD.

ホビーメーカー「コトブキヤ」が今年も出展！
劇場公開が決定した『フレームアー
ムズ・ガール〜きゃっきゃうふふな
ワンダーランド〜』の最新情報が満
載！ ほか人気コンテンツも展開予
定！

Ⓒ KOTOBUKIYA / FAGirl Project
Ⓒ KOTOBUKIYA Illustrated by SAKURAI

Full of new announcements for
"Frame Arms Girl Movie: Kyakkya
Ufufu na Wonderland"! New reveals
for other popular contents too!

GOODS

サニーサイドアップ

26

SUNNY SIDE UP
Happyくじ／箱クエスト

東２

A

21

EXHIBITION

At the Is the order a rabbit??
booth, we re bringing you the latest
info and new merchandise! Please
stop by☆

EXHIBITION

東１

SANKYO

A

06

コミックス・ウェーブ・フィルム
CoMix Wave Films

新海誠監督最新作『天気の子』特設展示！

J

50

株式会社シーサイド・
コミュニケーションズ
Sea Side Communications,INC
人気ラジオ番組のCDやDVDを販売！

2019年7月19日公開予定、新海誠
監督最新作『天気の子』の特設展示の
ほか、これまで制作した作品の紹介
などを行います。

「洲崎西」をはじめとする人気ラジオ
番組のCDやDVDなどを販売。ブー
スの最新情報は公式サイトにて！
Selling CDs and DVDs of popular
radio programs including
Suzakinishi . Check out our oﬃcial
site for the latest booth info!

In addition to a special exhibit of
director Makoto Shinkai s latest ﬁlm
Weathering With You , we re
showing oﬀ CWF s previous works.
ⒸSEASIDE COMMUNICATIONS

EVENT

サテライト
SATELIGHT

サテライト制作タイトル＆最新パチ
ンコ機展示やオリジナル商品販売、
ステージイベントと盛りだくさんで
お届けします！ ぜひいらしてくだ
さい！
Exhibiting the latest SATELIGHT
titles and our new pachinko
machines, selling original merch,
and stage events! Please visit!

We're Sunny Side Up . We'll be exhibiting and selling new
merchandise, and bringing you the latest information.

GOODS

STAGE

SANKYO、サテライトの合同ブースです！

Happyくじ、箱クエストを手がけるサニーサイドアップです。新
商品の展示や販売、その他最新情報をお届けします。

東５

GOODS

SANKYO

「ご注文はうさぎですか？？」ブース
では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☆

ⒸKoi・芳文社／ご注文は製作委員会ですか？？

EVENT

EXHIBITION

J

『ごちうさ』の情報や新商品はここでcheck!

Lots of oﬃcial characters goods &
apparel from various anime
titles,including the hit ones of Spring
2019 are available!

EXHIBITION

THE CHARA booth is preparing for
the latest goods from famous anime
and games! We will keep you
updated at our headquarters store.

SACRA MUSIC's booth shows you the most up-to-date information
about its artists.

東５

ご注文はうさぎですか？？

2019年春話題のアニメをはじめ、
たくさんのアニメ・漫画・ゲーム作
品の公式キャラクターグッズ＆アパ
レルを販売いたします！

東６

SACRA MUSIC所属アーティストの最新情報を、展示と映像で紹
介。レーベルオリジナルグッズの販売や、DJイベントも実施。

ファミリーアニメフェスタ

ファミリーアニメフェスタ

41

J

「THEキャラ」ブースでは話題のア
ニメ、ゲーム作品の最新グッズを準
備中です！ 今後の情報はTHEキャ
ラ本店にて随時更新してまいりま
す。

ビジネス

ビジネス

We ll be selling numerous super
popular event exclusives like gold
leaf tin badge covers and double
acrylic stands!

ブース

2019年秋公開！「劇場版『冴えない
彼女の育てかた Fine』
」ブースが登
場！ 会場限定前売券やオリジナル
グッズを販売します！

大人気イベント限定の『箔押し缶バ
ッジカバー』や『アクスタ・ダブル』
など多数の商品を販売予定！

東３

GOODS

弊社で人気のバッグを中心に新作ア
ニメグッズを多数販売します。今回
はアウトレットセールも開催予定！
意外な掘り出し物もあるかも!?

大切なグッズの保護・保管はコアデにおまかせ☆

24

東６

『SSSS.GRIDMAN』
『 怪 獣 娘（ 黒 ）
』
『エガオノダイカ』などのグッズを販
売します！ 最新情報はTwitterサイ
トをチェック！

株式会社コアデ

35

GRANTdesign

GOODS

グラフィニカ、ゆめ太カンパニー作
品のPV映像や『Re:ステージ! ドリ
ームデイズ♪』のグッズを販売予定
です。ぜひお立ち寄りください。

GOODS

J

東７

GRANTdesign

54

グラフィニカ、ゆめ太カンパニーの合同ブース！

東６

GOODS

東５

エンターテインメント

33

GOODS

ブース

エンターテインメント

M

EXHIBITION

東２

A

10

GOODS

シーズナルプランツ
seasonal-plants

ITAGASA
（痛傘）
ほか、
アニメグッズが盛りだくさん！
人気アニメタイトルのグッズを販売
いたします。ITAGASAや撥水加工
されたグッズなどをご用意しており
ます。
We will sell goods of popular anime
title.

Ⓒ大川ぶくぶ/竹書房 Ⓒあfろ・芳文社／野外活動サークル

25

東７

JR TOKAI TOURS, INC.「OFF TABI」

今年は「OFF/旅」京都！ 専用グッズも発売！

J

Stand My Heroes/ON AIR!

スタマイ、オンエア！ 新作グッズの販売や展示

We re planning on selling and
displaying goods featuring
illustrations from Stand My Heroes
and On Air!

GOODS

EXHIBITION

Ⓒ揚羽母衣衆/胡蝶綺製作委員会 ⒸAGEHAHOROSYU/KOCHOKI Project

東２

A

32

JOSAI INTERNATIONAL UNIVERSITY・ANIMECGseminar

Shogakukan-Shueisha Productions Co., Ltd.

M

31

EXHIBITION

Seizei Ganbare ! Mahoushoujo KURUMI
AbemaTVほかにて第2期が配信中
の『せいぜいがんばれ！魔法少女く
るみ』の最新情報を紹介。また、
【初
出し】グッズも販売！
The latest information on Seizei
Ganbare! Mahoushoujo KURUMI
season 2, airing now on AbemaTV
etc! Also selling new goods!

44

ⒸSMK

東７

白糸酒造株式会社
Shiraito Shuzo Co., Ltd.

M

34

新旧人気アニメとこだわり商品のコラボ商品販売

ア ニ メ ー シ ョ ン『 ヒ ロ コ の 庭 』
『Rezensent』の上映とノベルティ
の配布を行います。皆様のご来場お
待ちしております！

GOODS

segacather-online

M

26

女性向けゲーム関連のオリジナル新
作グッズを多数ご用意しておりま
す！ 会場先行商品＆限定特典もご
ざいますのでぜひお立ち寄りくださ
い♪
We have brand new original goods
based on games for women, including
convention pre-sale merchandise
and limited time oﬀers!

東５

J

25

From the hottest new shows to the
old classics, we re selling anime and
games new and old at this booth!

EXHIBITION

（株）セガ・インタラクティブ
SEGA Interactive Co., Ltd
セガ・インタラクティブ

セガ・インタラクティブブースでは、最新のプライズや
セガ ラッキーくじ を展示いたします。
At the SEGA Interactive booth, the Newest Prize and
Lucky Kuji will be on display.

SEGA

ⒸSEGA

EXHIBITION

J

GOODS

全巻一冊

24

eOneBook

すべてのマンガファンの為に「全巻一冊」
。

セガのネットキャッチャー登場！

ⒸHagiwara

東７

stellaworth

池袋の女性向ゲーム専門店ステラワース初出展！

東５

セガキャッチャーオンライン

注目の作品から懐かしい作品まで。
新旧人気アニメ作品・ゲーム作品の
商品販売ブース。

Screening "The Garden of Hiroko"
and "Rezensent" animations and
distributing novelties. We're looking
forward to your visit!

ステラワース

31

魔法少女傍観系ギャグアニメだよ！

Delivering the latest information on the smash hits MIX ,
Detective Conan and Pokemon before anyone else! Please
stop by our booth!

J

GOODS

せいぜいがんばれ！魔法少女くるみ

大人気作品、
『MIX』
『名探偵コナン』
『ポケットモンスター』などの
最新情報をイチ早くご紹介！ ぜひブースにお立ち寄りください

GOODS

J

ファミリーアニメフェスタ

ファミリーアニメフェスタ

新しいことへの挑戦ができる場所！

東７

小学館集英社プロダクション

GOODS

Ⓒcoly/SMHP

最新のテレビ＆劇場アニメ情報が盛りだくさん！

東６

城西国際大学

EXHIBITION

東５

ビジネス

ビジネス

We ll be selling original goods from SHAFT shows with
production materials on display as well.

セガが運営するネットキャッチャー
『セガキャッチャーオンライン』専用
景品のご紹介と 体験・配布コーナー
です。

全巻一冊の実機をご体験。販売中の
『NARUTO‑ナルト‑』をはじめ、多
くの作品を実際にご体験いただきな
がら購入も可能です。

This is a booth to experience
SEGA s crane machine SEGA
Catcher Online as well as its
dedicated gifts.

You can experience one complete
volume of real machine.

ⒸSEGA

EXHIBITION

GOODS

白組
SHIROGUMI INC.
映像制作会社 白組の最新情報！

東２

A

16

EXHIBITION

GOODS

SQUARE ENIX
SQUARE ENIX

スクウェア・エニックスの最新情報＆グッズ物販!!

東６

J

10

EXHIBITION

東５

専門学校東京クールジャパン
Tokyo Cool Japan College

アニメ・声優・サウンド・ゲームの専門学校

J

60

EXHIBITION

Sony 高音質体験
Sony High-Quality Sound
いい音楽を、いい音で聴こう！

現在放送中の新作TVアニメ
『revisions リヴィジョンズ』制作資
料展示やオリジナルTVアニメ『えと
たま』関連情報をお届け！

『黒執事』など人気作品の新作グッズ
を 多 種 販 売！ 2019年 配 信 予 定 の
『とある』シリーズ新作スマートフォ
ンゲームのエリアも登場！

東京デザイナー学院アニメーション
科と東京ネットウエイブアニメ総合
学科は『東京クールジャパン』と名前
を変え新しく動き始めます！

あの楽曲 の聴こえていなかった
音や、繊細な表現をソニーの高音質
ウォークマンⓇ とヘッドホンが解放
します！ ぜひご体験ください。

Exhibition featuring its original
anime "revisions", airing on Fuji TV
and streaming on Netﬂix. And bit of
"ETOTAMA" thing.

Goods from popular MANGA on sale
like Black Butler ! Introducing new
smartphone game from TOARU
series, releasing in 2019!

Anime&Game production Specialty
School!Anime Dept…General
Animation/Hybrid Animator/3DCG
Animation/3DCG VFX/Voice Actor

That sound hidden from "that song",
that delicate expression... Sony's
high-quality Walkman and headset
will release them! Please enjoy.

Ⓒ2019 TOARU-PROJECT ⒸSQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

26

09

Showing our productions Kochoki:
Wakaki Nobunaga , Toji no Miko ,
and SAO with goods on sale!
Check oﬃcial homepage/twitter!

シャフト制作作品のオリジナルグッズ販売と制作素材の展示をい
たします。

32

GENCO

GENCOプロデュース作品の紹介・物販を実施！

スタンドマイヒーローズ／オンエア！

After Aichi, the next stop for the
popular OFF/Tabi tour is Kyoto! We
have information on this tour and
original, brand new goods♪

SHAFT

M

29

A

GOODS

「スタンドマイヒーローズ 」や「オン
エア！」のイラストを使用したグッ
ズの販売や展示を予定しておりま
す。

アニメ制作会社シャフトのブース

東７

GENCO

EXHIBITION

東２

『胡蝶綺〜若き信長〜』
『刀使ノ巫女』
『SAO』など、弊社プロデュース作品
などの紹介・物販を行います。詳細
は弊社HP・Twitterにて！

シャフト

18

A

GOODS

ブース

EXHIBITION

EXHIBITION

ご好評いただいた「OFF/旅」ツアー。
愛知 の次は 京都 !! 特典情報は勿
論、今回初登場のオリジナルグッズ
も販売します♪

ⒸJR TOKAI TOURS,INC All rights reserved.

東６

東２

エンターテインメント

13

GOODS

JR東海ツアーズ「OFF旅」

ブース

エンターテインメント

M

EXHIBITION

ⒸTokyo cool japan College

27

東６

EXHIBITION

Tatsunoko Production

A

谷川商事

31

世界のこどもたちに夢を───

TANIKAWA CO.,LTD
しまりんだんご・ほうとう販売します

Dreams for Children of the World
new challenges.

We continue to engage in

Ⓒタツノコプロ

東５

J

中外鉱業

59

CHUGAI MINING
人気作品のグッズを多数販売！

J

53

TBS animation Oﬃcial online store Animaru
TBSやMBSの公式アニメグッズが
満載！アニメ専門のオンラインスト
ア「アニまるっ！」です！

We ve prepared event exclusive
merch and early sales, including
Laid-Back Camp Shimarin dango,
Hōtō, and hand fans.

Fully stocked with oﬃcial TBS and
MBS anime goods! We re the anime
specialty online store Animaru!
Copyright Ⓒ 1995-2019, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All
Rights Reserved. Ⓒしらび・TBS

GOODS

東６

株式会社つくり/AKIBA HOBBY
Tukuri/AKIBA HOBBY

最新の人気コンテンツグッズはここで販売しておる！

EXHIBITION

J

64

EXHIBITION

J

EVENT

dアニメストア
d AnimeStore

J

GOODS

STAGE

DMM GAMES

様々なテーマのアニメランキングを発表するなど、モニターでは楽
しい映像コンテンツをお届け！スペシャルゲストの登場も!?

新 作 か ら 既 存 の 人 気 ゲ ー ム タ イ ト ル ま で、2019年 のDMM
GAMESを彩るタイトルの情報をいち早く皆様にお届けいたしま
す！

Announcing various anime rankings and showing fun video
contents on our monitor! We may even have a special guest?!

DMM GAMES booth will be presented latest information of our
original game titles!

ⒸDOCOMO ANIME STORE inc.

ⒸDMM GAMES

東６

J

34

EXHIBITION

GOODS

株式会社DMM.futureworks
DMM.futureworks Co., Ltd.

最新情報をお届けします。グッズ販売も！

東５

J

69

EXHIBITION

T-FAN SITEでしか手に入らない限定物販をはじめ、各種キャラ
クターTカードの発行がその場でできます！ 先行物販も多数ご用
意♪
"Character T-CARD"and other anime s limited products and new
items are on sale!

DELiGHTWORKS

GOODS

M

DEZAEGG.COM

23

FGOグッズの販売やゲーム作品の展示を実施！

DEZAEGG.COM
あなたの欲しいがここにある！

『Fate/Grand Order』の企画・開発・
運営などを手掛けるディライトワー
クスが、AnimeJapanに初出展！

人気アニメタイトルのグッズを豊富
にご用意！ 会場限定品も♪ 最新情
報はツイッター（@dezaegg）をチ
ェック！

DELiGHTWORKS have planed,
developed, operated the Fate/
Grand Order . We are coming to
AnimeJapan for the ﬁrst time!

東４

GOODS

STAGE

DMM pictures
DMM pictures
AJ初出展！【DMM pictures】

EXHIBITION

J

GOODS

STAGE

テレビ東京

45

DMM GAMES AnimeJapan初出展！

アニメ見放題！ dアニメストアの魅力を紹介

T-FAN SITE
キャラクターTカード・限定物販満載♪

We ve prepared various goods of
popular anime titles! Including the
event-limited editions ♪ Check our
Twitter (@dezaegg) for more detail!

ⒸDELiGHTWORKS Inc.

DMM GAMES

08

15

TV TOKYO

東６

GOODS

J

TOYPLA

65

TOYPLA
キャラクターグッズを多数販売！

テレビ東京のアニメが大集合！

TOYPLAブースでは『刀剣乱舞』な
どのアニメーション、ゲーム関連グ
ッズを多数販売予定です。ぜひお立
ち寄りください。

テレビ東京で放送中・放送開始予定のアニメ情報が勢揃い！ ステ
ージイベントやオリジナルグッズなど、どうぞご期待ください！
All about TV TOKYO Animations! Don't miss out the stage events,
original merchandise goods, and new information of TV series
and movies!

東７

M

06

EXHIBITION

At the TOYPLA booth we ll have
both anime- and game-related goods
on sale, including Touken Ranbu
and more! Please stop by!
ⒸTOYPLA

東７

東映アニメーション
TOEI ANIMATION

映画『ワンピース』などの情報満載のブース

「DMM.futureworks」ブースでは制
作実績の展示や、ステージイベント、
『コウペンちゃん はなまる日和』の
紹介をします。

人気コンテンツから最新作まで映
像、展示、ステージにて紹介！ 最新
情 報 は 公 式Twitter（@DMM̲
pictures）にて！

TVアニメ放送20周年の『ワンピー
ス』
『ゲゲゲの鬼太郎』
『デジモンア
ドベンチャー』などの展示が楽しめ
るブースです。

At the DMM.futureworks booth,
we ll have our past productions on
display, stage events, and introduce
KOUPEN CHAN HANAMARU
BIYORI .

We are an animation label. Our
booth will present both our popular
and latest content with pictures
exhibition and stage.

This is a booth where you can enjoy
the exhibitions of shows such as
One Piece, GeGeGe no Kitaro, and
Digimon Adventure.

ファミリーアニメフェスタ

ファミリーアニメフェスタ

07

EXHIBITION

東５

T-FAN SITE

ビジネス

ビジネス

東５

Copyright by Tukuri

M

東７

ディライトワークス

This is TUKURI & AKIBA-HOBBY
coalition booth.We will sell [Touhou
Project] [Doll's Front Line]and more
new products.

『弱虫ペダル GLORY LINE』
『黒子のバスケ』ほか、人気作品の商
品を多数販売！ 皆様のお越しをお待ちしております!!

GOODS

GOODS

東７

TBS･MBS公式アニメグッズオンラインストア

こ ち ら は「 株 式 会 社 つ く り 」と
「AKIBA-HOBBY」との連合ブース
となります。人気コンテンツの新作
グッズがたくさんあります。

"Yowamushi Pedal GLORY LINE", "THE BASKETBALL WHICH
KUROKO PLAYS.", and other anime's goods are on sale!

28

EXHIBITION

東５

TBS公式アニメグッズ
オンラインストア「アニまるっ!」

ゆるキャン△のしまりんだんごやほ
うとうや扇子など会場限定商品や先
行販売商品をご用意します。

Ⓒあfろ・芳文社／野外活動サークル

GOODS

29

GOODS

ブース

世界中で愛される数多くの作品を送り出してきたタツノコプロは
今後も様々な取り組みにチャレンジしていきます。

J

EXHIBITION

エンターテインメント

タツノコプロ

東５

ブース

エンターテインメント

J

20

GOODS

東２

M

07

EXHIBITION

東映ビデオ
TOEI VIDEO COMPANY, LTD.

上映＆パッケージ化作品の情報をご案内！

東映ビデオから今後発売されるタイトルの最新情報をご紹介しま
す！
The latest news on the upcoming titles from TOEI VIDEO will be
introduced!

29

東７

20th Anniversary Live LANTIS MATSURI 2019 A・R・I・G・A・T・O ANISONG presented by BANDAI NAMCO Arts
総勢60組以上！ 全3日間開催!!

東６

EXHIBITION

J

GOODS

東６

J

東京クロノス

38

62

TOKYO CHRONOS

GOODS

TOKYOTOON

ノラととのグッズ販売＆新情報を最速で発表します！

東２

A

02

EXHIBITION

GOODS

STAGE

EVENT

TOHO animation
TOHO animation

次期アニメ化企画進行中のノラと皇
女と野良猫ハートのグッズ販売や、
新作情報の発表を予定しておりま
す！

『 僕 の ヒ ー ロ ー ア カ デ ミ ア 』や
『PSYCHO‑PASS サイコパス』
、新
海誠監督の最新作『天気の子』など、
多彩な展示コーナーを展開！

Selling goods from the Nora,
Princess, and Stray Cat anime,
currently in production, and
announcing the latest news!

Presenting My Hero Academia ,
PSYCHO-PASS , Makoto Shinkai s
upcoming anime Weathering With
You , and various other exhibitions!

EXHIBITION

GOODS

TOHO animation STORE
TOHO animation STORE

東７

M

29

EXHIBITION

東放学園映画専門学校
アニメーション映像科
TOHO GAKUEN Film Techniques Training College Animated Image Department

EXHIBITION

J

Nitroplus
ニトロプラス関連作の展示および物販

東２

A

26

EXHIBITION

STAGE

日本工学院・東京工科大学
NIHON KOGAKUIN COLLEGE/Tokyo University of Technology

学生作品の展示やライブペイント、アフレコ体験！

『 刀 剣 乱 舞 ‑ O N L I N E ‑ 』の 展 示 、
『Thunderbolt Fantasy Project』
の新情報などをご紹介します！

日本工学院および東京工科大学の教
育 成 果 発 表 と 人 気 ア ニ メ『 こ の す
ば！ 2』を使ったアフレコ体験、ラ
イブペイントなどを実施。

Coming with the exhibits of Touken
Ranbu-ONLINE- , the news on
Thunderbolt Fantasy Project , and
more!

東４

EVENT

J

Exhibition and screening of student
work of NIHON KOGAKUIN and
Tokyo University of Technology

EXHIBITION

GOODS

トムス・エンタテインメント
TMS ENTERTAINMENT

東２

日本テレビ

02

Nippon TV

A

40

EXHIBITION

GOODS

株式会社トライアル
TRYALL

お気に入りのキャラクターとフィールドに出かけよう

話題の作品や新番組のフォトロケや
55周年特別展示、さらにグッズ販
売、Twitter企画など盛りだくさん！
ご来場をお待ちしております！

「株式会社トライアル」ブースでは、
『ワンピース』
『つり球』のキャラク
ター釣具の販売ほか、今年発売予定
の新作釣具・グッズを展示します。

We ll introduce the popular shows
and new animations including its
photo locations, 55th anniversary
displays and selling merchandises.

We deal in fishing tackle "ONE
PIECE" and "tsuritama" . We display
ﬁshing gear and goods on sale this
year.
Ⓒ尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

37

東５

J

27

EXHIBITION

GOODS

一般社団法人 日本動画協会
The Association of Japanese Animations
アニメーション業界の振興と発展

日本テレビのアニメ作品ラインナッ
プより、豪華ゲストが多数登場する
ブースステージをお届けします！

会員社や協会活動の紹介、
『アニメ産
業レポート2018』の販売などを行
います。

Many fabulous guests from the
Nippon TV anime lineup will make
appearances st our booth stage!

We introduce our members as well
as major activities such as "Anime
Industry Report 2018".

ⒸNTV

東２

A

日テレアニメの声優さんと会える！

Learn about the journey of anime
production! We re the TOHO
GAKUEN Film Techniques Training
College Animated Image Dept. !

Selling original goods of TOHO animation. My Hero Academia ,
TOUKEN RANBU HANAMARU , Run with the Wind , and others.

39

GOODS

ニトロプラス

01

アニメ制作のすべてを学ぶ「アニメーション映像科」
！

TOHO animation 作品のオリジナルグッズなどを販売。
『ヒロア
カ』
『花丸』
『風が強く吹いている』など。

アニメ制作55年の夢工場が贈る最新アニメ情報満載

30

東４

アニメ制作の全行程が学べる！東放
学園映画専門学校「アニメーション
映像科」です！ 学生作品の展示・上
映などを行います。

M

At NIJIGEN NO MORI, we ve got the
latest information on SHINOBI-ZATO
and other attractions. Also selling
limited original goods! Enjoy♪

ⒸNitroplus

TOHO animation 作品の新商品を販売

東７

『ニジゲンノモリ』では忍里の最新情
報やそのほかアトラクションの最新
情報、限定オリジナルグッズの販売
を行います！ どうぞお楽しみに♪

ファミリーアニメフェスタ

ファミリーアニメフェスタ

01

NIJIGEN NO MORI

NARUTO×BORUTO【忍里】最新情報公開！

ビジネス

ビジネス

A

67

Please come and enjoy experiencing
the world of the 22/7 idol project,
produced by Yasushi Akimoto, at our
booth!

ヒロアカや新海誠監督の最新作など話題作が満載！

ⒸTOKYOTOON

東１

ニジゲンノモリ

Ⓒ22/7 PROJECT

TOKYOTOON

35

J

GOODS

ブース

A

EXHIBITION

秋元康総合プロデュースのアイドル
プロジェクト・22/7の世界をぜひ
ブースでお楽しみください！

TOKYO CHRONOS is a VR Visual
Novel project. The opening song will
be "UNLIMITED" by Eir Aoi! We will
have a gameplay corner.

ⒸBANDAI NAMCO Arts Inc.

EXHIBITION

22/7
22/7 出展中！

3/20発売予定のVRアドベンチャー
ゲ ー ム。OPテ ー マ は 藍 井 エ イ ル
『UNLIMITED』！ゲーム試遊とグッ
ズ販売を行います！

Full of new information about the
20th Anniversary Live LANTIS
MATSURI 2019 A・R・I・G・A・T・O
ANISONG !

東６

22/7

豪華スタッフ・キャストが送るVRミステリーADV

20th Anniversary Live ランティ
ス 祭 り 2 0 1 9 A ･ R ･I ･G ･ A･T ･ O
ANISONGの情報が満載！

東２

EXHIBITION

エンターテインメント

01

20th Anniversary Live ランティス祭り2019 A・R・I・G・A・T・O ANISONG
presented by BANDAI NAMCO Arts

ブース

エンターテインメント

M

EXHIBITION

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

GOODS

東４

ノイタミナショップ
noitaminA-shop
ノイタミナショップが今年も出展！

J

68

EXHIBITION

STAGE

EVENT

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

博報堂DY MaPの新作アニメ情報をお届け！
「 博 報 堂 D Y M a P 」ブ ー ス で は 、
2019年の新作アニメ情報をお届け
します！ぜひ、皆さまのお越しをお
待ちしております！

『PSYCHO‑PASS SS』
『BANANA FISH』
『約束のネバーランド』
などの商品を取り揃えてお待ちしています！
Were looking forward to seeing you, with our products of PSYCHOPASS SS , BANANA FISH , and The Promised Neverland !

In 2019, Hakuhodo DY music &
pictures Inc. would like to present
you many new animations! We hope
to meet you there!

31

GOODS

東２

30

PACIFIC RACING TEAM

M

09

BANDAI SPIRITS
BANDAI SPIRITS

10

BANPRESTO

バンプレストの最新情報を会場でチェック！

J

PMOA Co.,Ltd

We produce and sell figurines and
plastic models of popular anime/
game. We plan to display the latest
items and sales at event price♪
ⒸPMOA/PLUM

J

66

GOODS

PikattoAnime/ピカットアニメ
PikattoAnime
大人気の「ガラガラくじ大会」開催！

BS11

あなたの見たいアニメがここにある、BS11。

Ⓒ2007-2019 Nippon BS Broadcasting Corporation. All Rights Reserved.

東２

EXHIBITION

A

33

GOODS

ぴえろ40周年記念
Pierrot 40th Anniversary

HISAGO
人気のキャラクターグッズを販売予定!!

ⒸHISAGO co., Ltd.

M

東２

EXHIBITION

A

12

Pictone

声で遊ぼう！ 新サービスPictone先行体験実施
「声」を楽しむ新サービスPictoneの
先行体験を行います。ブースにて端
末を用意してお待ちしております。

ou can get gorgeous goods !
Join our "Rotary Lottery !!
★ Sen no Kiseki IV
★ Summer
Pockets ★ Tohou project , ★ Tinkle
Sensei http://pikatto.jp/

Try an early ﬁrsthand experience of
our new service Pictone, which lets
you have fun with your voice. We
have terminals at our booth.

STAGE

EVENT

bilibili

07

bilibili

ビリビリが手がける注目のアニメ情報を大公開！

Details will be updated periodically
on our official home page! We re
looking forward to your visit!

東６

EXHIBITION

J

Fukushima Gaina

「フライングベイビーズ」の最新情報はコチラで！
福島ガイナのブースでは、現在放映
中の『フライングベイビーズ』の最新
情報をご紹介します！ 新作グッズ
の販売も予定しております。

This year's concept is「Hello, We are
bilibili!」
Many special guests will show on!

ⒸBILIBILI CO.,LTD

東６

EXHIBITION

GOODS

フライングドッグ

39

FlyingDog
フライングドッグの最新情報をお届け！
新作アニメ『レイドバッカーズ』の前
売り券販売と『キャロル＆チューズ
デイ』の展示など新作情報の紹介を
行っています。
Bringing you the latest information
and selling advance tickets for the
new anime LAIDBACKERS , and
Carole & Tuesday displays!

14

At the Fukushima Gaina booth, the
latest news of ongoing Hulaing
Babies will be introduced! New
items will also be on sale.
Ⓒフライングベイビーズ保護者会/ガイナ2019

J

A

GOODS

福島ガイナ

11

2019年のコンセプトは「Hello We
are bilibili!」
。ステージイベントの
ほか有名アーティストも登場予定！

東１

Pictone

詳細は公式サイトにて順次更新！
皆様のお越しをお待ちしておりま
す！

ⒸHIFUMI SHOBO

Come join us as we look back on our 40 years through exhibition
of production materials. Don't forget to check out anniversarythemed items at our merchandise section!

EXHIBITION

123@store by HIFUMI SHOBO

『ペルソナ5』シリーズなどのグッズを多数販売！

We ll be selling popular character
goods. Check our oﬃcial homepage
and twitter for the latest info!
Twitter：＠hgcharacter

ぴえろ40年分のアニメーション制作を振り返る企画展示のほか、
人気タイトルの記念商品も販売します。

東７

12

123＠ストア by 一二三書房

人気のキャラクターグッズを販売予
定。最新情報は、公式HPとツイッ
ターでチェック!!
Twitter：＠hgcharacter

2019年は40周年アニバーサリーイヤー！

ガラガラくじ大会開催！ 空くじ無し！
『閃の軌跡Ⅳ』
『Summer Pockets』
『東方project』
『てぃんくる先生』

ⒸNihon Falcom Corporation.All rights reserved. ⒸVisualArt s/Key

20

A

EXHIBITION

GOODS

Project NOAH
‑ プロジェクト・ノア
Project NOAH

東５

J

56

EXHIBITION

GOODS

PREMICO（プレミコ）
PREMICO

ファミリーアニメフェスタ

ファミリーアニメフェスタ

人気アニメ・ゲームコンテンツのフ
ィギュアやプラキットを製造販売し
ています。限定価格での販売、最新
アイテムの展示を予定しています♪

EXHIBITION

18

We're planning a special talk show
featuring Anime airing on "ANIME+"!
We'll also show brand new videos
exclusively for you.

ホビーメーカー［PLUM］がAJ初出展！

東６

BS11

Check out our new items of
CRANEKING at Banpresto booth!
We will be displaying many high
quality character ﬁgurines.

株式会社ピーエムオフィスエー

40

A

STAGE

「ANIME+」
「 ア ニ メ+」に て オ ン エ
アーする新作アニメのスペシャルト
ークショーを開催予定！ 新作映像
も一足早くご紹介します！

GOODS

ヒサゴ

GOODS

ビジネス

ビジネス
EXHIBITION

EXHIBITION

バンプレストの最新情報を会場でチ
ェック！ クレーンゲーム専用景品
「CRANEKING」のハイクオリティ
なフィギュアを展示します！

Ⓒ2018 BANPRESTO CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

東６

Ⓒ創通・サンライズ

東２

バンプレスト

M

EXHIBITION

ブース

ⒸMIRAI AKARI RACING PROJECT

M

東２

Bringing you to various products
commemorating the 40th
anniversary of the Mobile Suit
Gundam.

Selling limited quantity Mirai Akari
Race Queen Ver. goods! In addition
to past goods, we have advance
sales! Please stop by!

EXHIBITION

GOODS

機動戦士ガンダム40周年に展開さ
れる様々な商品をご紹介します。

ミライアカリレースクイーンVer.の
グッズを数量限定で販売！過去グッ
ズに加え、先行販売グッズも予定し
ています☆ ぜひお越しください！

東７

東７

機動戦士ガンダムシリーズ商品展開

ミライアカリレースクイーンVer.数量限定販売！

32

EXHIBITION

エンターテインメント

PACIFIC RACING TEAM

ブース

エンターテインメント

A

東７

「和」をテーマにしたアイテム盛りだくさん！

今回は「和」がテーマ！『名探偵コナン』
や
『刀剣乱舞 ‑ONLINE‑』
と、
日本各地の伝統工芸とのコラボアイテムを中心に展示販売します！
Our theme this time is "Traditional Japan!" Exhibiting and selling
"Detective Conan "and "Token Ranbu -ONILNE-" items
collaborated with Japanese Traditional crafts!

東５

J

47

Project NOAHブース

GOODS

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。
At the Broccoli booth we re selling
goods from lots of popular titles!
See our oﬃcial site for details.

iOS/Android用新作ゲーム『Project NOAH』のクリアファイル
無料配布・グッズ販売を予定しています。
We ll be distributing free clear ﬁles from the iOS/Android game
Project NOAH and selling goods.

ⒸBROCCOLI

33

東５

EXHIBITION

EVENT

東２

28

Frontier Works Inc.
新作アニメタイトルのプロモーション！

GOODS

STAGE

文化放送A&G
Nippon Cultural Broadcasting Inc. A&G

文化放送A&Gの人気番組特製グッズを販売！

You can find the original goods of
our popular radio shows.
We are looking forward to you
visiting our booth!

ⒸFrontier Works Inc.

EXHIBITION

M

36

GOODS

GOODS

東７

M

文京学院大学
Bunkyo Gakuin University
Now or Never

A

25

平成アニソン大賞 / DJ和
HEISEI Anisong Taisho / DJ Kazu

「平成を彩ったアニソンを讃えたい！」 平成アニソン大賞 のCDが発表！

ユーフォーテーブル制作作品に関する展示や物販を行います。

Selling goods from JOJO s Bizarre Adventure , Princess
Principal , My Teen Romantic Comedy SNAFU TOO! , and more!

We have displays and sales items related to anime produced by
ufotable.

M

14

GOODS

EVENT

東７

ラジオ大阪Vステショップ
radio osaka vstation shop

M

02

EXHIBITION

GOODS

ラブライブ！サンシャイン!! プレミアムショップ
in AnimeJapan 2019
Love Live！Sunshine!! Premium Shop in AnimeJapan 2019
AnimeJapanに初登場！

ラジオ大阪人気声優番組のグッズ販売やお渡し会！

Everyone s favorite Heisei Anisong
Award announces its MIX CD! DJ
Kazu s performance, lottery session
to be held.

O s a k a B r o a d c a s t i n g
Corporation(Radio Osaka)V-Station
shop

Selling brand new goods and
collaboration goods! Look forward
to it! For shop information: https://
twitter.com/LLSPremiumShop

GOODS

Ⓒラジオ大阪

STAGE

EVENT

東７

EXHIBITION

M

東７

株式会社ボンズ
BONES
アニメーションの制作会社です

GOODS

Ⓒ2017 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!!

EXHIBITION

M

28

GOODS

株式会社ルミカ
LUMICA CORPORATION

STAGE

Promotional trailers and displays of
the upcoming 2019 series will be
presented.

PUELLA MAGI MADOKA MAGICA SIDE STORY［ MAGIA RECORD ］

東５

EXHIBITION

J

46

Multipoint × Connection -Ryofu private high school store-

ブロッコリーの新作アプリ『マルコネ』が初出展！

『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！
皆様のご来場をお待ちしております！

「マルチポイント×コネクション〜
稜風学園購買部〜」ブースでは展示
やノベルティ配布などを予定してい
ます。ぜひお立ち寄りください！

We re bringing you the latest
information on PUELLA MAGI
MADOKA MAGICA SIDE STORY
［MAGIA RECORD］ ! We re waiting
to see you!
ⒸMagica Quartet/Aniplex・Magia Record Partners

EVENT

マルチポイント×コネクション
〜稜風学園購買部〜

The maru-cone booth is planning
exhibits and the distribution of
novelties. Please stop by!
ⒸMARU̲CONE

株式会社ローソン

30

LAWSON, INC

ローソンオリジナルグッズを販売します！

今年はペンライトをたっぷり展示！
ど ん ど ん 試 し て ね！ 毎 年 恒 例
【AnimeJapan公式ペンライト】も
2019年版を発売するよ！
Lots of pen lights on display this
year! Try them all! The yearly
AnimeJapan Official Pen Light
tradition continues in 2019!
ⒸLUMICA CORPORATION

マギアレコード
魔法少女まどか☆マギカ外伝

M

ペンライトはルミカ！ 欲しくなる新展開にもご注目！

2019年の新作作品の展示とPVの上
映を行います。

GOODS

東７

ファミリーアニメフェスタ

ファミリーアニメフェスタ

35

Ⓒ2019 PONY CANYON INC, All rights reserved.

記されたのは、新たな魔法少女たちの物語……

34

TVアニメ『ジョジョの奇妙な冒険』
『プリンセス・プリンシパル』
『や
はり俺の青春ラブコメはまちがっている。続』ほかグッズを販売！

From booth design to merchandising
our students produce everything on
their own. Their new theme is "Now
or Never".

Cast members are at the podium at
our stage in addition to goods on
sale and more! Also, new information
on Pony Canyon anime!

71

ufotable

放送直前、TVアニメ『鬼滅の刃』関連展示展開中！

新作グッズ、コラボグッズを販売予
定です！ お楽しみに！ ショップ情
報 は こ ち ら か ら →https://twitter.
com/LLSPremiumShop

今年もキャスト登壇のブースステー
ジ及びグッズの発売など盛りだくさ
んの内容で、ポニーキャニオンのア
ニメ情報をたっぷりお届けします!

J

03

大 阪 の ラ ジ オ 局、 ラ ジ オ 大 阪
「V-Station」で放送中、放送予定の
アニメ・声優番組のグッズ販売やお
渡し会など。

Ponycanyon

EXHIBITION

ユーフォーテーブル

みんなで讃える
『平成アニソン大賞』
。
その平成アニソン大賞の MIX CDが
発表！ DJ和によるDJプレイ、抽選
会など実施。

ポニーキャニオンの新作アニメ情報をお届け！

東５

M

GOODS

ブースデザインから商品企画のプレ
ゼンまで、すべて学生がプロデュース
しています。今回のテーマは「Now
or Never」です。

ポニーキャニオン

27

MEDICOS ENTERTAINMENT

EXHIBITION

ビジネス

ビジネス
EXHIBITION

メディコス・エンタテインメント

描き下ろしグッズも多数ご用意しております！

東７

Ⓒ2019 Bunkyo Gakuin University

東２

15

東７

「文化放送A&G」ブースでは各人気
番組のグッズを多数取り揃えて、皆
様をお待ちしています。

Promos for new shows, PEACE
MAKER KUROGANE movie, TV
anime W z , and other promotions
for our company s productions.

東７

J

GOODS

ブース

新作アニメ及び劇場アニメ『PEACE
MAKER 鐵』、TVアニメ『W'z《ウィ
ズ》』のほか、弊社関連作品のプロモ
ーションを予定。

東６

東２

A

22

エンターテインメント

30

EXHIBITION

A

フロンティアワークス

ブース

エンターテインメント

J

GOODS

EXHIBITION

会場内ブースにてローソンオリジナルグッズを販売いたします！
Our booth is oﬀering Lawson original goods for sale!
ⒸLawson, Inc. All Rights Reserved.

STAGE

EVENT

ytv
ytv

毎週土曜夕方は『MIX』＆『名探偵コナン』！

東６

EXHIBITION

J

17

ONEder
ONEder Inc.

『Petal Royaume』の世界へようこそ！

今春、土曜夕方が騒がしい！『タッ
チ』の舞台・明青学園の約30年後を
描いた『MIX』
、国民的推理アニメ『名
探偵コナン』の最新映像や撮影ポイ
ントも！
We are excited to present our
upcoming anime in April, "MIX" and
Ⓒ青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996 "Detective Conan"! Come join us to
check out!
Ⓒあだち充・小学館／読売テレビ・ShoPro

GOODS

『Petal Royaume』の ド ラ マCDの
先行発売、オリジナルグッズの販売
を行います。詳細は公式HPなどを
チェック!!
Advance sales of the Petal
Royaume drama CD and selling
other original goods. Check our
oﬃcial web site for details!
ⒸONEder Inc.

35

We are rocking the 6th AnimeJapan with brand new stage names!
At AJ ROCK Stages you will be able to see new anime announcements, talk events and many more!

３月23日（土）
ROSE REDステージ

10:10〜10:45 1
11:30〜12:05 2
12:50〜13:25 3
14:10〜14:45 4

トーク

『青の祓魔師 DAMNED CHORD』
スペシャルステージ
Blue Exorcist DAMNED CHORD Special stage

●岡本信彦、福山潤、高垣彩陽、熊谷健太郎、石見舞菜香、MC／岩井勇気（ハライチ）
新作発表
トーク

トーク

「ロード・エルメロイⅡ世の事件簿 ‑魔眼蒐集列車 Grace note‑」スペシャルステージ
"Lord El-Melloi Ⅱ s Case Files {Rail Zeppelin} Grace note" Special Stage
●浪川大輔、上田麗奈、水瀬いのり、松岡禎丞、山下誠一郎

「荒野のコトブキ飛行隊」スペシャルステージ
The Magniﬁcent KOTOBUKI SPECIAL STAGE

●鈴代紗弓、幸村恵理、本渡楓、白石晴香、七瀬彩夏、石見舞菜香、黒沢ともよ、高野麻里佳
新作発表
トーク

トーク

17:10〜17:45 6

トーク

18:30〜19:05 7

トーク

「スタミュ」AJ2019 スペシャルステージ
「STAR-MYU」AJ2019 SPECIAL STAGE
●花江夏樹、岡本信彦

TVアニメ「明治東亰恋伽」AnimeJapanスペシャルステージ
TV Animation "Meiji Tokyo Renka" AnimeJapan Special Stage
●浪川大輔、KENN、福山潤 ほか

「真夜中のオカルト公務員」夜間地域交流課

対策会議

Midnight occult civil servants Nighttime Regional Relations Department Meeting

●福山潤、前野智昭、遊佐浩二、土岐隼一 ほか

TVアニメ
『アズールレーン』
スペシャルステージ

COBALT BLUEステージ

09:30〜10:05 1
10:50〜11:25 2

●大地葉、山根希美、石川由依、中原麻衣 ほか

トーク

12:10〜12:45 3

トーク

13:30〜14:30 4

新作発表

15:15〜15:50 5

トーク

17:10〜17:45 6

トーク

10:50〜11:25 2

トーク

●松岡禎丞、水瀬いのり ほか
新作発表
トーク
ライブ

12:10〜12:45 3
13:30〜14:05 4

"Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?" Special Stage

トーク

TVアニメ「ぼくたちは勉強ができない」スペシャルステージ
TV animation「WE NEVER LEARN」Special Stage
●逢坂良太、白石晴香、富田美憂、鈴代紗弓、朝日奈丸佳、Lynn

劇場版「冴えない彼女の育てかた Fine」スペシャルステージ
Saenai heroine no sodate-kata. Fine Special Stage
●松岡禎丞、安野希世乃、大西沙織、茅野愛衣

新作発表
トーク

トーク

ご注文はラジオですか？？〜WELCOME【う・さ！】AJSP〜
Is the Order a radio？？〜WELCOME【U・SA!】AJSP〜
●佐倉綾音、種田梨沙、佐藤聡美、内田真礼

『Re:ゼロから始める異世界生活』
スペシャルステージ
『Re:ZERO -Starting Life in Another World-』Special Stage
●小林裕介、高橋李依、内山夕実、水瀬いのり、村川梨衣

新作スマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』制作発表ステージ

16:10〜16:45 6

新作発表
トーク

Disney Twisted-Wonderland

17:50〜18:25 7

新作発表

とあるプロジェクトAJスペシャルイベント

トーク

●花江夏樹、山下誠一郎、小林千晃、鈴木崚汰、小林竜之、MC／伊東健人、スペシャルシークレットゲスト

NETFLIX Anime Festival Special Stage

●木村良平、東山奈央、福山潤、高橋洋子 ※ほか豪華ゲスト登壇予定

TVアニメ
『僕のヒーローアカデミア』2019 PLUS ULTRAステージ
TV animation"MY HERO ACADEMIA" 2019 PLUS ULTRA STAGE

アニサマ2019 15th Kick-oﬀ Party

Animelo Summer Live 2019 15th Kick-oﬀ Party

●アニサマ2019出演アーティスト、MC／MOTSU、DJ／kevin from fhána

映画「二ノ国」大人気声優登壇＆登場キャラクター発表イベント
NINOKUNI STAGE EVENT

●宮野真守、梶裕貴、レベルファイブ日野晃博（製作総指揮／原案・脚本）

「青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない」スペシャルステージ
"Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl" Special Stage
●石川界人、瀬戸麻沙美、水瀬いのり、東山奈央、種﨑敦美

トーク
ライブ

TVアニメ
『ワンパンマン』第2期放送直前！マジスペシャルステージ
TV Anime One-Punch Man Season 2 Maji Special Stage
●古川慎、石川界人、安元洋貴、増田俊樹、JAM Project

KILLER PINKステージ

10:10〜10:45 1

新作発表

11:30〜12:05 2

トーク

12:50〜13:25 3
14:35〜15:10 4

ファミリーアニメフェスタ

ファミリーアニメフェスタ

09:30〜10:05 1

NETFLIXアニメフェス スペシャルステージ 〜ハシャげ、世界！〜

●山下大輝、岡本信彦、佐倉綾音、石川界人、梶裕貴

OASIS GREENステージ

『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』スペシャルステージ

Sound! Euphonium The Movie -Our Promise: A Brand New Day- SPECIAL STAGE
●黒沢ともよ、朝井彩加、豊田萌絵、安済知佳、藤村鼓乃美、山岡ゆり

新作発表
ライブ

18:30〜19:05 7

TV Animation "AZUR LANE" Special Stage

トーク

「劇場版 響け！ユーフォニアム〜誓いのフィナーレ〜」スペシャルステージ

ビジネス

ビジネス

15:30〜16:05 5

14:50〜15:25 5
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6 ROCK 周年となる今年は、全ステージの名称を一新しました！「AJ ROCK ステージ」では、最新アニメ
作品の発表やトークイベントなど、様々なステージが繰り広げられます。

エンターテインメント

AJ ROCK STAGE

ROSE RED
OASIS GREEN
COBALT BLUE
KILLER PINK

AJ〝ROCK〟ステージ

AJ〝ROCK〟ステージ

エンターテインメント

AJ ROCK ステージ

Project ANIMA 第三弾「キッズ・ゲームアニメ部門」大賞授賞式

Project ANIMA The Third "Kids,Game Anime Department" Award Ceremony
●豊永利行、小松未可子、三上枝織、平松岳史（動画工房）
、上町裕介（DeNA）

「女子高生の無駄づかい」AnimeJapanステージ

WASTEFUL DAYS OF HIGH SCHOOL GIRL AnimeJapan Stage

●赤﨑千夏、戸松遥、豊崎愛生、長縄まりあ、高橋李依
新作発表
トーク

トーク

「声優男子ですが…？」ステージ／キミコエ・プロジェクト新作発表会
「Seiyuudanshidesuga・
・
・？」Talk/Kimikoe Project New Project presentation
●上村祐翔、山本和臣、キミコエ・オーディショングランプリ受賞者、津田健次郎 ほか

アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」スペシャルステージ
SPECIAL STAGE OF GeGeGe no Kitaro
●沢城みゆき、野沢雅子、庄司宇芽香、藤井ゆきよ ほか

「おジャ魔女どれみ」20周年記念〜マジカルステージ〜

15:55〜16:30 5

新作発表
トーク

Magical Doremi 20th Anniversary 〜Magical Stage〜

17:50〜18:25 6

新作発表

TVアニメ「なんでここに先生が!?」スペシャルステージ

トーク

●千葉千恵巳、秋谷智子、松岡由貴、宍戸留美、宮原永海、MC／関弘美（プロデューサー）

TV Anime "Why the hell are you here,Teacher!? Special Stage
●上坂すみれ、鈴木崚汰、山本希望、小林裕介

toaru project AJ special event
●阿部敦、井口裕香、岡本信彦、日高里菜
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３月24日（日）

11:30〜12:05 2

トーク

12:50〜13:25 3

トーク

14:10〜14:45 4
15:30〜16:45 5

How much heavy dumbbells can you lift？

●ファイルーズあい、石上静香、東山奈央、ゲスト（当日発表）

『転生したらスライムだった件』
スペシャルステージ
"That Time I Got Reincarnated as a Slime" Special Stage
●岡咲美保、古川慎、泊明日菜、小林親弘

TVアニメ「さらざんまい」スペシャルステージ！
！
TVAnime「SARAZANMAI」Special Stage！
！
●村瀬歩、内山昂輝、堀江瞬

新作発表
トーク
新作発表
トーク
ライブ

トーク
その他

トーク

12:10〜12:45 3

トーク

13:30〜14:05 4

トーク

14:50〜15:25 5

トーク

For Whom the Alchemist Exists

the movie special stage

●逢坂良太、河森正治、高橋正典、今泉潤、MC／伊藤さとり

AJ2019 全国統一テスト アニソン☆キングDAM 決勝戦 supported by リスアニ！
AJ2019 National Anisong Test Anisong☆KingDAM Final supported by LisAni！

●吉田尚記（ニッポン放送アナウンサー）
、冨田明宏（音楽プロデューサー）
、大橋彩香(声優／アーティスト）ほか

TVアニメ「Dr. STONE」スペシャルステージ

OASIS GREENステージ

トーク

10:50〜11:25 2

トーク

12:10〜12:45 3

トーク

13:30〜14:05 4

TVアニメ「進撃の巨人」Season 3 スペシャルステージ
"Attack on Titan"

Season 3

SPECIAL STAGE

●梶裕貴、石川由依、井上麻里奈、神谷浩史

『映画 この素晴らしい世界に祝福を！紅伝説』
スペシャルステージ

「KONOSUBA-God's blessing on this wonderful world!-Legend of Crimson」special stage
●福島潤、高橋李依、茅野愛衣、豊崎愛生、MC／百花繚乱

愛の『宇宙戦艦ヤマト2202』
アワード
STARBLAZERS2202 Award

●小野大輔、鈴村健一、神谷浩史、MC／小林治 ほか
トーク
ライブ

14:50〜15:25 5

トーク

16:10〜16:45 6

トーク

TVアニメ
『Fairy gone フェアリーゴーン』
スペシャルステージ
TV Anime Fairy gone Special Stage

●市ノ瀬加那、前野智昭、福原綾香、細谷佳正、
（K）NoW̲NAME

映画『プロメア』
スペシャルステージ

『PROMARE』the Movie Special Stage
●今石洋之、中島かずき、佐倉綾音、稲田徹 ほか

「えいがのおそ松さん」公開記念！シェーWAVE｢おそ松ステーション」公録

「Mr. Osomatsu THE MOVIE」Public anniversary SheWAVE「OSOMATSU STATION」Public Record
●鈴村健一、櫻井孝宏、福山潤、小野大輔

TV animation "Dr.STONE" SPECISL STAGE
●小林裕介、古川慎、市ノ瀬加那、中村悠一

『PSYCHO-PASS サイコパス』
スペシャルステージ
『PSYCHO-PASS』SPECIAL STAGE

●関智一、野島健児、梶裕貴、中村悠一 MC／吉田尚記（ニッポン放送アナウンサー）

Fate/Grand Order スペシャルステージ in AnimeJapan 2019
Fate/Grand Order SpecialStage in AnimeJapan 2019
●島﨑信長、川澄綾子、高橋李依

TVアニメ「鬼滅の刃」スペシャルステージ
"Demon Slayer" Special Stage

●花江夏樹、鬼頭明里、下野紘、松岡禎丞、櫻井孝宏

「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」TVアニメ放送直前SPステージ
「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」SP Stage
●寺島惇太、斉藤壮馬、八代拓、五十嵐雅、永塚拓馬、内田雄馬 ほか

KILLER PINKステージ

10:10〜10:45 1
11:30〜12:05 2
12:50〜13:25 3
14:10〜14:45 4
15:30〜16:05 5

トーク

「キラッとプリ☆チャン」シーズン２放送直前ステージやってみた！
「Kiratto Pri☆chan」Season2

Housou Chokuzen Stage Yattemita！

●林鼓子、久保田未夢、厚木那奈美、芹澤優、若井友希、森嶋優花、佐々木李子

新作発表
トーク

トーク

『〈Inﬁnite Dendrogram〉‑インフィニット・デンドログラム‑』TVアニメ化決定記念スペシャルステージ
"Inﬁnite Dendrogram" New TV Anime Adaptation Special Stage
●斉藤壮馬、大野柚布子、日野聡、小市眞琴、高田憂希、村瀬歩、小倉唯、日笠陽子

TVアニメ「消滅都市」放送直前スペシャルステージ
TV Anime " After Lost" Pre-Broadcast Special Stage

ファミリーアニメフェスタ

ファミリーアニメフェスタ

10:50〜11:25 2

『劇場版 誰ガ為のアルケミスト』
スペシャルステージ

09:30〜10:05 1

ビジネス

ビジネス

09:30〜10:05 1

「ダンベル何キロ持てる？」スペシャルステージ

●花澤香菜、杉田智和、朝井彩加、西村太佑、佐倉綾音
新作発表
トーク

トーク

TVアニメ
『ACTORS』
スペシャルステージ
TV animation "ACTORS" Special Stage
●置鮎龍太郎、小野友樹、野島健児、監督 ほか

アニメ「3D彼女 リアルガール」最終回放送直前トークショー
Anime「3D Kanojo: Real Girl」Talk Show
●芹澤優、上西哲平、津田美波、寺島拓篤、上田麗奈

※ステージ観覧券の事前応募抽選は、すでに終了いたしました。
※ステージ内容・出演者は急遽変更になる場合がございます。予めご了承ください。
※Application for the stage lottery is closed.
※Stage content and casts are subject to change without notice.
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エンターテインメント

トーク

COBALT BLUEステージ

AJ〝ROCK〟ステージ

AJ〝ROCK〟ステージ

エンターテインメント

10:10〜10:45 1

ROSE REDステージ
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定番のオフィシャル背景のほか、前回大好評だった来場者が参加できる「コスプレパレード」など、さらにエン
ターテインメント性溢れるコスプレエリアを目指します。

Oﬃcial Backdrops

AnimeJapan定番のオフィシャル撮影背景をご用意します。今回はロックバージョンの背景も楽しんでいた
だけます！
Once again we are preparing the popular oﬃcial backdrops. This year you will be able to enjoy the oﬃcial
rock version as well!

Aside from the popular "Oﬃcial Backdrops", last year's "Cosplay Parade" will return with even more power!
Enjoy the always entertaining Cosplayer's World!

料金／利用時間／エリア
■コスプレ登録料金

Fees/Opening hours/Area

¥1,000（税込） Registration 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.

エンターテインメント

Cosplayer's World

オフィシャル背景

コスプレイヤーズワールド

コスプレイヤーズワールド

エンターテインメント

コスプレイヤーズワールド

■利用時間 Opening hours
・コスプレ更衣室 10:00〜17:00（最終受付16:30） Cosplay changing room 10:00〜17:00
・クローク 10:00〜16:30 Cloak 10:00〜16:30
・屋内コスプレエリア（東8ホール） 10:00〜17:00 Indoor Cosplay Area (East Hall 8) 10:00〜17:00
・屋外コスプレエリア（東3ホール外 ほか） 11:00〜16:30
Outdoor Cosplay Area (Outside of East Hall 3) 11:00〜16:30

※制限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 preparations.

Cosplayer's World Map

AnimeJapanコスプレパレード

AnimeJapan Cosplay Parade

前回大好評だった来場者が参加できる「コスプレパレード」がパワーアップ!? コスプレイヤーの皆様でロック
な音楽で会場内をぐるっと周ります！

ビジネス

ビジネス

コスプレイヤーズワールドMAP

Cosplay Parade popular last year is coming back with more energy! Let's walk around the venue with
cosplayers, to the beat of rock music!

■実施日時

3月23日（土）
・24日（日）15:00〜 Date: March 23 [Sat] & 24 [24] 15:00 -

※参加募集は締め切りました。

※Applications are closed.

「アニメイト山坂が作ってみた」企画

「レムのモーニングスター」と「ジョーカーのナイフと仮面」を作ってみよう！
Let's try to make Rem's Morning Star and Joker's knife and mask!

After the sudden announcement of the project last year, Mr. Yamasaka from Animate will try his skills in
cosplay creation for the second time.
This time taking inspiration from this year's topic "rock" two anime weapons were chosen. The results will
be displayed at the Cosplayer's World area in East Hall 8.

コスプレイヤーズワールドの主なルール
・撮影をする時、撮影される時は、周りの環境や人に注意
を払ってください。
・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。
そのほか、P.80の注意事項もご覧ください。
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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

AnimeJapan 2018で緊急決定した「コスプレイヤーの皆さんと一緒に作ってみよう企画」を今回も実施！
今回はAnimeJapan 2019のテーマ「ROCK」から、アニメイト山坂さんが「ROCK⇒ぶっ壊す⇒武器」とイメ
ージして、武器を作る事が決定！
果たして完成できたのか!? コスプレイヤーズワールド（東8ホール）で結果を発表します！

Main Regulations
・Please be mindful of other visitors while taking
pictures.
・Photos must be taken in designated areas
(indoor/outdoor cosplay areas.) Photography od
cosplay in unauthorized areas is prohibited.
・Please ask for permission from cosplayers when
taking their pictures. Do not force anyone to do
particular poses.
・Costumes that overly expose a cosplayer's body
or may disturb other visitors are not allowed.
For more regulations please check P. 81

「Re:ゼロから始める異世界生活 」レムのモーニングスター
"Re:Zero − Starting Life in Another World" Rem's morning star

Ⓒ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

「PERSONA5 the Animation」ジョーカーのナイフと仮面
"PERSONA5 the Animation" Joker's knife and mask

ⒸATLUS ⒸSEGA/PERSONA5 the Animation Project
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AJ PICK Gacha

※会場限定

※Venue-limited

人気作から最新作まで、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。ROCKがテーマの今年は珍しい ピック型 の缶バッジです！ AnimeJapan 2019
のために描き下ろされた6周年オリジナルデザインを含む、約31種を販売します。

AJ ROCK パーカー

AJ "ROCK" Parka

※受注販売限定

※Built-to-order only

大人気4作品の6周年記念ビジュアルが描かれたパーカーを受注販売しました。ROCKが
テーマのAnimeJapan 2019限定のパーカーです！

前面

Special 6th anniversary illustrations of 4 popular series are printed the hoodies for
sales order. They are AnimeJapan 2019 limited with the theme of ROCK!
販売終了 Sales closed

サイズ：S.M.L.XL
Size：S.M.L.XL

¥6,900（税込）

6,900 yen (tax incl.)

Original AnimeJapan tin badges from popular series to the latest titles. Having ROCK as theme, this
year we have guitar pick-shaped tin-badges with anime prints! Oﬀering 31 designs including original 6th
anniversary illustrations for AnimeJapan 2019.
東8ホールにて販売！ Available at East Hall 8!

コードギアス
復活のルルーシュ
／C.C.

God's blessing
on this wonderful world!
Legend of Crimson/Megumin

オリジナルチケットホルダー

新テニスの王子様
／越前リョーマ

THE PRINCE OF
TENNIS II
/RYOMA ECHIZEN

Original Ticket Holder

ソードアート・オンライン
アリシゼーション
／キリト
SWORD ART ONLINE
Alicization/Kirito

※受注販売限定

ビジネス

ビジネス

CODEGEASS
Lelouch of the
Re;surrection/C.C.

映画 この素晴らしい
世界に祝福を！紅伝説
／めぐみん

エンターテインメント

AJ PICK ガチャ

Oﬃcial Goods

オフィシャルグッズ

オフィシャルグッズ

エンターテインメント

オフィシャルグッズ

※Built-to-order only

6周年記念ビジュアルを使用した、オリジナルチケットホルダー付きの入場券を受注販売しました。ロックを
テーマに描き下ろされた、大人気作品のイラストが入った特製のチケットホルダーです。ネックストラップ付
きで全19種です。
Admission tickets were available for sales order with special 6th anniversary illustrations printed on the
original ticket holders. 19 designs with neck strap and popular anime s images with the theme of ROCK.

ランダム配布

¥500（税込）

31 types sold at random 500 yen (tax incl.)
※購入制限を設ける場合がございます。予めご了承ください。
※We may pose purchase restrictions. We appreciate your understanding.

チケットホルダー・パーカー引換場所

Exchange counter for Ticket Holder & Hoodie

事前にチケットホルダー（ステージ応募権付き・チケットホルダー付き入場券）もしくはAJ ROCK パ
ーカーを購入されたお客様へ
事 前 に 購 入 さ れ た 方 は、
「 チ ケ ッ ト ホ ル ダ ー の 作 品 名 が 記 載 さ れ た 入 場 券（ 半 券 可 ）
」も し く は
「AJ ROCK パーカー引換券」を持って、東8ホールのオフィシャルグッズコーナーで実物と引き換えて
ください。
※AnimeJapan 2019開催中の3月23日（土）
・24日（日）10:00〜17:00のみ引き換え可能です。開催前、開催後の引き
換えは一切行いません。予めご了承ください。
※「チケットホルダーの作品名が記載された入場券」
「AJ ROCK パーカー引換券」を紛失された方は、引き換えできませ
んのでご注意ください。
※「チケットホルダーの作品名が記載された入場券」をお持ちであれば、ご来場いただいた日と入場券に記載の日にちが違
っていても引き換え可能です。
※引き換え場所は当日の状況により変更する可能性があります。

To those who purchased the Ticket Holder (Admission Ticket with Stage Lottery and
Ticket Holder) or the AJ ROCK Parka
Please exchange your Admission Ticket (with the ticket holder title) or Parka Exchange
Ticket for the actual items in East Hall 8 at the Official Goods Corner.

*The exchange is possible only at AnimeJapan 2019 venue during the opening hours on March 23 [Sat]
and 24 [Sun] from 10:00 to 17:00. The items will not be exchanged before or after the event.
*No matter the reason, the items will not be handed out without the Admission Ticket (with the ticket
holder title) or Parka Exchange Ticket.
*The exchange is possible even if the date on your Admission Ticket is different from the day of the
exchange.
*The exchange location can change depending on the situation at the venue.
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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

全31種

販売終了 Sales closed

全19種

¥3,500（税込）※オリジナルチケットホルダー付き入場券の価格です

19 Designs 3,500 yen (tax incl.)

※For tickets with original ticket holder

ネック
ストラップ
付き

ⒸNIPPON ANIMATION CO., LTD. ⒸGoHands,Frontier Works/W'z-Project Ⓒ赤塚不二夫／えいがのおそ松さん製作委員会 2019
Ⓒタツノコプロ／エガオノダイカ製作委員会 Ⓒ2018 夏海公司／KADOKAWA／GAF Project ⒸGIRLS und PANZER Finale Projekt Ⓒ歌舞伎町シャーロック製作委員会
ⒸＴ−ＡＲＴＳ / syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / キングオブプリズムSSS製作委員会 Ⓒ水木プロ・フジテレビ・東映アニメーション
Ⓒ荒野のコトブキ飛行隊製作委員会 ⒸSUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design Ⓒ2006-2018 CLAMP・ST
Ⓒ暁なつめ・三嶋くろね／KADOKAWA／映画このすば製作委員会 ⒸProject Revue Starlight Ⓒ許斐 剛／集英社・ＮＡＳ・新テニスの王子様プロジェクト
Ⓒ2017 川原 礫／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス／SAO-A Project ⒸSUNRISE/DD PARTNERS
TM & ⒸTOHO CO., LTD. Designed by Chiharu Sakazaki Ⓒさくらプロダクション / 日本アニメーション ⒸPROANI ⒸTezuka productions
Ⓒ蘇募ロウ・講談社／なんでここに先生が!?製作委員会 Ⓒタツノコプロ Ⓒあだち充・小学館／読売テレビ・ShoPro Ⓒ西尾維新／講談社・アニプレックス・シャフト
Ⓒ2013 渡 航、小学館／やはりこの製作委員会はまちがっている。 Ⓒモンキー・パンチ／TMS・NTV Ⓒ川田／集英社・「火ノ丸相撲」製作委員会
ⒸSTUDY YU-SAKU／MMDGP Ⓒプロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS Ⓒ青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
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Manga we want to see animated

「自分のお気に入りのマンガをアニメ化してほしい！」と思う方も多いはず。毎週数多く発売されるマンガの中
から「アニメ化したら絶対おもしろい」というマンガを皆様に投票いただき、AnimeJapanの会場でランキン
グ形式で発表します!

『機動戦士ガンダムＮＴ』の音づくり

Sound in Anime
Making the sounds of
"MOBILE SUIT GUNDAM NT (NARRATIVE)"

A lot of people should be thinking "when will they animate the manga that I love?". From manga published
every week, everybody voted for what they believe once animated, it is deﬁnitely a guaranteed fun! . In
AnimeJapan, the result will be announced in rank.

今回は「アニメの音」に注目し、
『機動戦士ガンダムNT』を題材に、
音楽、効果音、アフレコなど、アニメーション制作に欠かせない
音 の制作工程をスタッフのインタビューを交えて紹介します。
パネル展示だけではなく、音声ガイド、シアタールーム、ハイレ
ゾ視聴コーナーもご用意し、
『機動戦士ガンダムNT』の音響世界
を、じっくりとご堪能いただけます。

対象作品：2018年内に発売されたマンガ単行本もしくは連載中の作品
投票期間：2019年2月1日〜2月11日 ノミネート作品：100作品
Target: Manga volumes or ongoing series published in 2018
Voting period: Feb.1 ‒ 11, 2019 / Nominees: 100 series

アニランノミネート作品 TOP 10
Ⓒ創通・サンライズ

音声ガイド

Audio guide
榎木淳弥さん［ヨナ・バシ
ュタ役］のナレーションに
よる音声ガイドシステム
で、展示をより深く楽しみ
ください！

*Available only in Japanese

Theatre Room

Experience a video scene with the distinct sounds
of "MOBILE SUIT GUNDAM NT (NARRATIVE)"

The following is the top 10 nominee series! The ranking is being placed at "Manga we want to see
animated" booth! Volumes for reading are also available! Check them out in the booth!

Im〜イム〜／うらみちお兄さん／薬屋のひとりごと／群青にサイレン／殺彼―サツカレ―
地縛少年 花子くん／しょぼしょぼマン／多数欠／錦田警部はどろぼうがお好き
名探偵コナン ゼロの日常（50音順）
Im: Great Priest Imhotep / Tasuketsu / Siren in the Ultramarine Sky / SHOBO SHOBO MAN
Toilet-bound Hanako-kun / uramichi onisan / Detective CONAN ZERO's Tea Time
SATSUKARE / Kusuriya no hitorigoto / NHISIKIDA KEIBU WA DOROBOU GA OSUKI

AnimeJapan 2018での

「アニメ化してほしいマンガランキング」の結果はコチラ！
The list of "Manga we want to see animated" is here!
1位 10DANCE

10 DANCE

2位 Fate/strange Fake

Fate/strange Fake

3位 やがて君になる

Bloom Into You

4位 吸血鬼すぐ死ぬ

The Vampire dies in no time.

5位 大正処女御伽話

Taishou Maiden Fairytale

6位 PSYREN ‑サイレン‑

PSYREN

7位 乃木若葉は勇者である

Nogi Wakaba Is a Hero

8位 約束のネバーランド

The Promised Neverland

9位 ムヒョとロージーの魔法律相談事務所

Muhyo & Roji's Bureau of Supernatural Investigation

10位 ウメハラ FIGHTING GAMERS!
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Top 10 AniRan Nominees

以下の作品が、栄えあるトップ10にノミネートされた作品！ そのランキングは「アニメ化してほしいマン
ガランキング」ブースにて発表中です！ さらに試し読み用のコミックスも！ 気になるマンガをブースでチ
ェック！

ファミリーアニメフェスタ

ファミリーアニメフェスタ

Enjoy the exhibition even
more with the audio guide
by Junya Enoki (Jona
Basta.)

シアタールーム

こだわりに満ちた『機動戦士ガンダムＮＴ』の 音 を
映像と共に体感してください！

ビジネス

ビジネス

This time we are focusing on the sounds in anime. Using
"MOBILE SUIT GUNDAM NT (NARRATIVE)"as an example we
will be introducing the various aspects of audio production,
such as soundtrack, sound effects and dubbing. With the
help of the staﬀ and cast of the movie we will show you how
important the sound in anime is.
In addition to the explanation panels we are also preparing
an audio guide and a video corner for you to fully enjoy the
sounds of "MOBILE SUIT GUNDAM NT (NARRATIVE)"

エンターテインメント

Production Works Gallery
アニメノオト

アニメ化してほしいマンガランキング

アニメ化してほしいマンガランキング

Production Works Gallery

エンターテインメント

Production Works Gallery

Umehara Fighting Gamers
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AJ2019 全国統一テスト

クイズ期間

「AnimeJapan」×「ソードアート・オンライン」×「Gibson」のコラボが決定いたしました！
AnimeJapan 2019内にて、キリトの描き下ろしイラストが入ったGibsonのギターでチャリティーオークシ
ョンを行います。世界に一つだけのコラボギターをお見逃しなく！

First time in AnimeJapan! The quiz tournament was held to select the
Anisong quiz champion from the fans! The ﬁnal match will be held on
ROSE RED Stage during AnimeJapan.

AnimeJapan × Sword Art Online × Gibson collaboration has been decided!
In AnimeJapan 2019 venue, we will conduct the charity auction with Gibson's guitar, with original
illustration of Kirito. Do not miss the one and only collaboration guitar in the world!

Quiz Period

クイズ期間は終了しました。
たくさんのご参加ありがとうございました。

Thank you for your participation.

キリト

●Web preliminary: No requirement
●Final match: Must be able to attend the stage on
Mar.24 [Sun].

Kirito

Content

アニソン、アニメに関連する知識クイズ

Quiz about Anisong and anime

Grading Policy

①正答数
②解答提出までのスピード

①Number of correct answers
②Speed until the submission

Result Announcement

2019年3月11日 発表
①成績優秀者のニックネーム・受験番号
②決勝戦参加者

To be announced on Mar.11, 2019
①High score achievers' nickname & entry number
②Participants who advance to the ﬁnal match

●Location
Inside Oﬃcial Goods corner, East Hall 8
●Bidding process
Scan the QR code in the oﬃcial goods
corner in the East Hall 8 and proceed.
●Precautions on bidding
Please carefully read the panel in the
venue and precautions in the bidding
form (access via QR code placed inthe
venue) prior to bidding.
●Shipment
Delivery after payment is conﬁrmed.

Beneﬁts

●成績優秀者
上位69名のニックネームを発表
●上位3名決勝進出者
成績優秀者から上位3名が決勝戦参加
◆決勝進出特典
①AnimeJapan当日の決勝戦に出場
②プレミアム入場券

●High score achievers
Top 69 participants' nickname to be announced
●Top 3 ﬁnalists
The best 3 participants will advance to the ﬁnal
match
◆Beneﬁts for the ﬁnalists
①To attend the ﬁnal match during AnimeJapan
②Premium admission ticket

AJ2019 全国統一テスト アニソン☆キングDAM 決勝戦 supported by リスアニ！
"AJ2019 National Anisong Test Anisong ☆ KingDAM Final" supported by LisAni!

Gibson Les Paul Studio 2019
（Gibsonギターケース付き）

●決勝戦：AnimeJapan 2019内 ROSE REDステージ 3月24日（日）15:30〜16:45
●出演者：MC／吉田尚記（ニッポン放送アナウンサー）
解説／冨田明宏（音楽プロデューサー）
ゲスト／大橋彩香（声優／アーティスト）ほか
●解答者：
「AJ2019 全国統一テスト アニソン☆キングDAM」成績優秀者3名

Gibson Les Paul Studio 2019
(with Gibson guitar case)

※ボディにキリトのイラストが描かれます
※Kirito's image printed on body

※観覧には事前の抽選応募と「ステージ観覧券」が必要です。ステージ応募は終了しました。

●Final: AnimeJapan 2019 ROSE RED Stage on Mar.24 [Sat] 15:30-16:45
●Guests：MC / Hisanori Yoshida (Nippon Broadcasting System Announcer)
Commentary / Akihiro Tomita (Music Producer)
Guests / Ayaka Ohashi (Voice actor/Artist) and others
●Contestants：Top 3 of the AJ2019 National Anisong Test Anisong☆KingDAM
contestants
※Application and stage-view tickets needed to watch the stage. Stage applications closed.
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●展示場所
東8ホールのオフィシャルグッズコーナ
ー内
●入札方法
東8ホールのオフィシャルグッズコーナ
ー内に設置されたQRコードを読み取り、
入札フォームより入札してください。
●入札にあたり注意事項
会場内に設置されたパネル、または入札
フォーム（会場内QRコードよりアクセ
ス）に記載された注意事項をよく読み、
入札してください。
●配送方法
ご入金確認後の配送となっております。

ファミリーアニメフェスタ

ファミリーアニメフェスタ

特典

Quiz session is over.

ビジネス

ビジネス

クイズ内容

結果発表

Feb.9 [Sat]〜Feb.24 [Sun], 2019

Entry Requirement

●WEB予選：参加条件なし
●決勝戦：3月24日（日）のステージに参加できること

採点方法

AJ×SAO×Gibson COLLABORATION CHARITY AUCTION

AnimeJapan史上初！ 全国のアニメ、アニソンファンの中から、ア
ニソンクイズ王を決定するクイズ大会を開催！ AnimeJapan当日の
ROSE REDステージで決勝戦を行います。

2019年2月9日（土）〜24日（日）

参加条件

チャリティーオークション

エンターテインメント

AJ2019 National Anisong Test Anisong☆KingDAM supported by LisAni！

AJ×SAO×Gibson コラボギター

チャリティーオークション

アニソン☆キングDAM

エンターテインメント

アニソン☆キングDAM

supported by
リスアニ！

Ⓒ2017 川原 礫／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス／SAO-A Project

注意事項

Precautions

・落札された方には、AnimeJapan運営事務局からメールでご連絡させて
いただきます。
・支払い方法は指定口座への現金一括振込のみとなります。
・落札品の転売は固くお断りします。
・落札品の発送は国内に限らせていただきます。
・落札金は、義損金として支援団体へお送り致します。

・The winner will receive contact email from Admin. Oﬃce.
・The payment has to be made by lump-sum to a designated
account.
・Resale of the item is strictly prohibited.
・Shipment of the item will be limited to inside Japan.
・The ﬁnal amount will be donated to a charity organization.
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心とお腹を満たす美味しいフードが盛りだくさん!!
フードパーク

エンターテインメント

フードパーク FOOD PARK
Satisfy your heart and stomach! Lot of yummy food!

ALL￥600（税込）

桜内梨子

ヨキソバ YOKISOBA

SAKURAUCHI RIKO

アニメ作中にも登場した
「ヨキソバ」再現メニューです！
沼津より静岡県外初出店!!
"YOKISOBA" straight out of
the anime! From Numazu,
the ﬁrst time out of Sizuoka!

高海千歌

TAKAMI CHIKA
and more…
AnimeJapan限定メニュー
も登場します。

￥1,000（税込）

There are AnimeJapanlimited menu as well.

ドリンクをご注文の方へオリジナルコースターを
プレゼントします。
（全9種）※絵柄はランダムとなり選べません。

Original coasters to be presented for those who ordered drinks (9 types
in total). ※The images are chosen at random.

Ⓒ2019 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!!ムービー

Those who ordered YOKISOBA will receive special revival-food coaster
(4 type in total). ※The images are chosen at random.

Ⓒ2017 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!!

ビジネス

coedo

カオマンガイ

魚三昧

ガパオライス

Kao man gai
¥800（税込）

Gaprao rice
¥800（税込）

Boiled whitebait , shrimp,tempura bowl
¥900（税込）

豚角煮丼

Boiled pork belly bowl
¥800（税込）

ファミリーアニメフェスタ

グリーンカレー Green curry／牛串焼き Beef steak skewers／豚タ
ン塩串焼き Pork tongue salt skewers／ハーブソーセージ Herb Sau
sage
and more...

鶏炭火焼き親子丼 Chicken and egg bowl／釜揚げしらす丼 Boiled
whitebait bowl／ジャガバター Potato butter／いか串 Grilled squid／
ベーコン串 Grilled bacon
and more...

チキンハーブライス

マサラチキンカレー

Chicken-harb Rice

¥800（税込）

チキンハーブタコス
Chicken-harb Tacos

¥600（税込）

Masala Chiken Curry

¥700（税込）

ココナッツチキンカレー

Coconut Chiken Curry
¥700（税込）

肉汁ソーセージタコス Sausage Tacos／ソーセージ＆ローストポテト
Sausage & Roast Potato／生搾りシークワーサーソーダ Flat Lemon
Soda／ホットチャイ Hot Chai
and more...

大 根 入 り キ ー マ カ レ ー Keema Curry（Pork&Beef）／ 野 菜 カ レ ー
Vegetable Curry／ハーブフランク Herb Frankfult／マンゴーラッシ
ー Mango Lassie
and more...

東京豚丼 塩だれ

バナナチョコクリーム

豚塩焼きそば

TOKYO-BUTADON Salt sauce Fried noodles（Salt sauce）
¥700（税込）
¥500（税込）
サ イ コ ロ ス テ ー キ 丼 Diced steak bowl／ チ キ ン ポ テ ト Chicken
＆potato／ ウ イ ン ナ ー ポ テ ト sausage&potato／ フ ラ ン ク フ ル ト
Sausage on a stick
and more...
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ヨキソバをご注文の方へ、特製リバイバルフードコースター
をプレゼントします。
（全4種）※絵柄はランダムとなり選べません。

イチゴバナナチョコクリーム

Banana chocolate Whipped cream
Strawberry Banana Chocolate Whipped cream
¥500（税込）
¥550（税込）
チ ョ コ バ ナ ナ Chocolate Banana／ カ ス タ ー ド ク リ ー ム Custard
Whipped cream／ ア ー モ ン ド チ ョ コ ク リ ー ム Almond Chocolate
Whipped cream／ハムチーズ Ham Cream cheese
and more...

3月25日（月）
・26日（火）開催

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

エンターテインメント

エンターテインメント

ビジネスエリア Business Area
March 25 (Mon) - 26 (Tue)

フロアマップ〈会議棟6F〉 Floor Map〈Conference Tower 6F〉

ビジネス

フロアマップ

フロアマップ

ビジネス

ファミリーアニメフェスタ

ファミリーアニメフェスタ
56
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エンターテインメント
フロアマップ

ビジネス
ファミリーアニメフェスタ
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ビジネスエリアブース INDEX

Exibitor List

B57… R4G ……………………………………………………60
B01… アスミック・エース株式会社…………………………60
B02… 株式会社アニプレックス ……………………………59
B04… ADKエモーションズ …………………………………60
B05… ABCアニメーション …………………………………60
B03… エイベックス・ピクチャーズ…………………………60
B06… 株式会社エーワークス ………………………………60
B07… XFLAG …………………………………………………60
B09… NHKエンタープライズ ………………………………60
B08… NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン …61
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B15… GREE, Inc. ……………………………………………61
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B19… サテライト ……………………………………………62
B18… 株式会社サンライズ …………………………………62
B23… C3 Anime Festival Asia …………………………62
B21… JAPAN ANIME MUSIC LAB. ……………………62
B20… ジャパンエキスポ ……………………………………62
B22… 小学館集英社プロダクション ………………………62
B24… 株式会社SO-ZO ………………………………………62
B58… 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント …63
B25… タツノコプロ …………………………………………63
B26… DMM pictures…………………………………………63
B27… TBS ……………………………………………………63
B29… 手塚プロダクション …………………………………63
B28… 株式会社テレビ朝日 …………………………………63
B30… テレビ東京 ……………………………………………63
B33… 東映アニメーション …………………………………63
B56… TOSYO ………………………………………………64
B31… 東宝株式会社 …………………………………………64
B39… 株式会社東北新社 ……………………………………64
B32… 株式会社トムス・エンタテインメント ……………64
B41… 日本アニメーション株式会社 ………………………64
B34… 日本映像翻訳アカデミー ……………………………64
B35… 日本テレビ放送網株式会社 …………………………64
B37… 博報堂DYミュージック＆ピクチャーズ ……………64
B55… 株式会社ハピネット …………………………………65
B40… バンダイナムコアーツ ………………………………65
B38… 株式会社ぴえろ ………………………………………65
B42… 株式会社ファンワークス ……………………………65
B43… フジクリエイティブコーポレーション ……………65
B44… PRODUCTION I.G …………………………………65
B45… 北京動卡動優文化傳媒有限公司 ……………………65
B46… ポニーキャニオン ……………………………………65
B48… 株式会社ボンズ ………………………………………66
B49… 株式会社マーベラス …………………………………66
B50… 株式会社MAHO FILM ………………………………66
B51… マンガプロダクションズ ……………………………66
B52… メディアリンク ………………………………………66
B53… 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 ……………66
B54… ラパン（多言語翻訳） …………………………………59
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ビジネスエリア
出展ブース

Business Area: booth

ブース
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株式会社アニプレックス
Aniplex Inc.

熱き心を世界の人々へ

私達は映像や音楽を制作し、世界中に提供するエンタテイ
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、さまざま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。
Aniplex has produced popular anime titles such as Puella
Magi Madoka Magica, Sword Art Online, and Fate series
which have been distributed internationally and gaining
worldwide recognition for their outstanding qualities.

B
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OTHERS

ラパン（多言語翻訳）
Lapin, inc. (Translation & Localization)

ファミリーアニメフェスタ

02

LICENSING

ビジネス

会議棟6F

「世界を日本に、日本を世界に」心に届く
翻訳でアニメと世界中のファンを繋ぎます

創業30年以上、日本のエンターテイメントに精通したロ
ーカライズ企業です。30言語の翻訳者ネットワークとノ
ウハウを持ち、全言語ダイレクトにローカライズが可能で
す。そのためオリジナルの世界観やニュアンスを損なうこ
となく作品の魅力をそのままに世界中に発信することがで
きます。
Localization company with 30 years of experience with
Japanese entertainment media. Direct translations from
Japanese to 30 languages without losing the unique
style of the original anime. Multiple language subtitles
and dubbing projects welcome.
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R4G
R4G

B

01

AnimeとFashionの融合！

アスミック・エース株式会社
Asmik Ace, Inc.

With our project, we re aiming to
build new bridges connecting
Japanese fashion and the anime
pop-culture we re so proud of.

B

04

ADKエモーションズ
ADK Emotions Inc.

B

世界中の人々の心に刺さる付加価値
の高いアニメを企画製作し、ご紹介
しております。

From ADK Group, introducing the
latest anime information, including
"BEYBLADE BURST GATI" and more!

Production, planning, capital
contribution, product development,
and overseas distribution of TV
animation and animation movies to
the world.

AVEX PICTURES

B

07

XFLAG
XFLAG

XFLAGスタジオが創出するコンテンツやキャラクターの魅力を
より伝えるため、アニメ・映像コンテンツを製作しています。
We re producing anime and visual program in order to properly
convey the charm of the characters and contents as XFLAG
studio.
ⒸXFLAG

株式会社エーワークス
A-WORKA

Co.,ltd

他社にない企画商品を展示しております。

B
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EMON HAOLINERS ANIMATION
ココロに響く感動を創造
常に挑戦し続け、情熱を持ち、人々
に感動をさせる作品を作るのが我々
の絵梦の思い。
At EMON, our heartfelt belief is to
always take on new challenges with
passion and create content that
emotionally moves people.

会議棟6F DISTRIBUTION

ANIMATION
PRODUCTION

Kaca entertainment
Kaca entertainment

最先端の3Dアニメーション製作をご覧ください。
先進的な3Dエンジンを搭載した独
自 技 術 のHR2D pipelineシ ス テ ム
で、高効率で高品質のアニメ製作を
実現できます。
With HR 2D pipeline system of
proprietary technology, high
eﬃciency and high quality animation
production can be realized.

B

KADOKAWA

12

KADOKAWA

多種多様な作品が皆さんをお待ちしています！

TVシリーズ、劇場用、OVAなどさまざまなジャンルで、他社を寄
せ付けない圧倒的な作品数を用意しています。ぜひ、お越しくだ
さい。

ⒸShanghai Kaca Culture Communication Co.,Ltd

TV series, movies, and OVAs from many genres. We ve got so
many shows that other companies can t even come close.
Please stop by.

会議棟6F LICENSING DISTRIBUTION
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B
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キングレコード株式会社
KING RECORD CO.,LTD.

話題の新作、カタログタイトルを多数紹介しています

B

13

In addition to our own merchandise,
we re also proactively helping
other companies with merchandise
development.

ANIMATION
PRODUCTION

クランチロール

株式会社

Crunchyroll, Inc.

アニメライセンスの販売、アニメーション製作

自社商品だけでなく、他社様の商品
作りのお手伝いも積極的にさせてい
ただいております。

Through visual content, AVEX
PICTURES will present dream,
home, courage, and enlightenment
to the world.

会議棟6F LICENSING DISTRIBUTION

OTHERS

会議棟6F

絵梦株式会社

ファミリーアニメフェスタ

06

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まいり
ます。

EXPLORING WONDERS.

60
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新作アニメ、人気カタログ作品を多数ご紹介！

B

ABC ANIMATION
日本のコンテンツを世界に！

10

ANIMATION
PRODUCTION

クランチロールはアメリカの総合メ
ディアの一員として、日本のアニメ
とマンガを世界に提供する最大のプ
ラットフォーム運営会社である。
Crunchyroll was established in
September 2008 to share anime
with a global audience.

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。
We create animation, invest in video productions and sell
products inside and outside of Japan.

会議棟6F LICENSING DISTRIBUTION

B

09

NHKエンタープライズ
NHK ENTERPRISES, INC.
2019年度 NHKの新アニメ！

会議棟6F LICENSING DISTRIBUTION

B

15

GREE, Inc.
GREE, Inc.
アニメ作品をご紹介します

2019年度放送の新作アニメを中心にご紹介しますので、ぜひブ
ースにお立ち寄りください。

グリーが海外販売権を所有するアニメ作品の情報をお届けしま
す。日本のアニメ作品を使用したゲームの共同開発のご相談も可
能です。

We re focusing on introducing brand new anime airing in the
2019 ﬁscal year, so please come and visit our booth!

GREE Inc. is mobile game company. We start animations business
outside of JP and also have information of our new animations.

ビジネス

ファミリーアニメフェスタ

03

A member of the NBCUniversal
group, the former Geneon is
conducting overseas sales of anime
from the Pioneer LDC-era forward.

ANIMATION
PRODUCTION

B

海外へ発信するアニメが充実！

Our business includes production,
investment, distribution and
licensing of ANIMATION such as
"ARP".

ABCアニメーション

05

NBCUniversal Entertainment Japan
NBCUniversalグループの一員とし
て、前身のパイオニアLDC、ジェネ
オン時代から製作したアニメの海外
販売を行います。

『ベイブレードバースト ガチ』など、
ADKグループの最新アニメ作品情
報をご紹介します！

エイベックス・ピクチャーズ

08

NBCユニバーサル・
エンターテイメントジャパン

会議棟6F LICENSING DISTRIBUTION

ブース

ブース

ビジネス

B

B

『ARP』をはじめ、製作幹事・出資、
配信権窓口、パッケージ発売、マー
チャンダイジング、海外販売などを
行っています。

会議棟6F LICENSING DISTRIBUTION

ADKグループの最新アニメ作品情報をご紹介！

会議棟6F LICENSING DISTRIBUTION
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心湧き立つエンタテインメントを、世界に

日本文化の一つであるファッション
と世界に誇るポップカルチャーのア
ニメをつなぐ新たな架け橋となるこ
とを目指しているプロジェクトで
す。

会議棟6F LICENSING DISTRIBUTION

ANIMATION
PRODUCTION

エンターテインメント

エンターテインメント

B

OTHERS

会議棟6F LICENSING DISTRIBUTION

B

クレイ

16

CREi
メディア業界の総合商社
CREiは海外販売で幅広く活動をし、
国内外の枠を越えたビジネスを積極
的に展開していき、メディア業界の
総合商社を目指します。
CREi Inc. is one of the most
experienced distributors for
overseas license in Japan with a
wide range of contents.

ⒸCREi. All Rights Reserved.
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株式会社 壽 屋
KOTOBUKIYA CO., LTD.
KOTOBUKIYA CO., LTD.

B

ANIMATION
PRODUCTION

サテライト

19

SATELIGHT

河森正治監督所属のアニメーション制作会社です！

劇場公開が決定した『フレームアー
ムズ・ガール〜きゃっきゃうふふな
ワンダーランド〜』の最新情報が満
載。ご期待ください！

『マクロス』
『アクエリオン』
『シンフ
ォギア』シリーズなどを手掛けてい
ます！ 海外の放送にも力を入れて
います。ぜひお立ち寄りください。

Full of new announcements for
"Frame Arms Girl Movie: Kyakkya
Ufufu na Wonderland"! Stay tuned!

We ve worked on the Macross ,
Aquarion , and Symphogear series!
We also strongly support overseas
broadcasts. Please stop by.

Ⓒ KOTOBUKIYA / FAGirl Project

会議棟6F LICENSING DISTRIBUTION

B

ANIMATION
PRODUCTION

株式会社サンライズ

18

SUNRISE INC.
ゼロからイチを生み出す企業

会議棟1F

C3 Anime Festival Asia

23

B

58

C3 Anime Festival Asia

JAPAN ANIME MUSIC LAB.

弊社並びに弊社グループ会社で手掛けるアジア太平洋地域で
2019年に開催されます各種アニメや音楽のイベントをご紹介し
ます。

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。

We like to introduce anime and music related events co-hosted
by Sony Music Group (Japan) in Asia-Paciﬁc in 2019.

B
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22

Shogakukan-Shueisha Productions Co., Ltd.

『デュエル・マスターズ!!』アニメ最新作を紹介！

会議棟1F LICENSING DISTRIBUTION

DMM pictures
DMM pictures

The latest series of Duel Masters is coming up in April 2019!
You must check out other popular works as "MAJOR 2nd" too!

62
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TBS
TOKYO BROADCASTING SYSTEM TELEVISION
All Anime Leads to TBS!!

年間10〜20タイトルの良質な「メ
イド・イン・ジャパン」コンテンツを、
既存の事業と連携し、国内外に発信
していきます。

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
新の話題作に至るまで、各種ライセ
ンス運用をご提案いたします！

DMM pictures is the anime label of
DMM group,which was released in
March 2017,and aims to work on
10-20 titles per year.

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

会議棟1F

OTHERS

B
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ジャパンエキスポ

20

JAPAN EXPO

B

29

ANIMATION
PRODUCTION

手塚プロダクション
Tezuka productions
世界で愛され続ける手塚治虫作品

日本のエンタティメントを世界に

会議棟1F LICENSING

B
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B
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TV Asahi Corporation

世界中の国と地域で愛されるヒットアニメ！

手塚治虫の著作権管理に加えさまざ
まな事業を行っており、現在『鉄腕
アトム』を新たに翻案、未就学児向
けのTVシリーズを製作中です。

「ドラえもん」や「クレヨンしんちゃ
ん」に加え、
「ユーリ!!! on ICE」や「バ
ランガイ143」など新作も取り揃え
ています。

Japan Expo is THE place to be for
all fans of Japan and its culture, join
us for our 20th Anniversary!!

Our business varies including
Tezuka s rights management. We
currently produce new TV
"AstroBoy" series for preschoolers.

TV Asahi is well known for its
signature animation, Doraemon
and Shin chan , as well as new hit
series Yuri!!! on ICE .

ⒸTezuka PRODUCTIONs/Planetnemo ANIMATION

会議棟1F

株式会社テレビ朝日

ジャパンエキスポは日本と日本文化
に恋する人たちが一同に集結します。
一緒に日本のすばらしさを紹介しま
せんか？

OTHERS

会議棟1F LICENSING DISTRIBUTION

株式会社SO-ZO
SO-ZO
2次元の世界観をコンセプトルームに！

B

30

テレビ東京
TV TOKYO
数多くのアニメを世界中に発信します！

アニメ・ゲームなどの作品を、3次元
の空間で再現する空間プロデュース
事業を行ない、国内ホテルでコラボ
ルームを実施しています。
『デュエル・マスターズ』の最新シリーズが2019年4月より放送開
始！ そのほか『メジャーセカンド』など大人気作品がたくさん！

B

Ⓒ春場ねぎ・講談社／「五等分の花嫁」製作委員会

The "JAPAN ANIME MUSIC LAB." is an online biz-matching tool for
anime music professionals. Registration for free.

小学館集英社プロダクション

Ⓒタツノコプロ

ⒸSOZO PTE LTD.

JAPAN ANIME MUSIC LAB.は、海外バイヤーなどと直接繋が
る「アニソンのオンライン商談サービス」です。登録料無料。

B

Tatsunoko Production provides world class production services
and licensing opportunities for our international clients.

世界に通用するアニメーション作品を！

Introduction of the 2019 calendar of
events. This includes the flagship
C3AFA as well as other events in
South East Asia

Let's JAM to the world!

会議棟1F LICENSING

Tatsunoko Production

Our current venture is the
reproduction of anime and games in
a 3D space. We re now implementing
this concept in domestic hotels.

ファミリーアニメフェスタ

ファミリーアニメフェスタ

21

JAPAN ANIME MUSIC LAB.

25

ビジネス

B

OTHERS

タツノコプロ

ブース

ブース

ビジネス
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Sony Music Entertainment（Japan）Inc.

B

世界のこどもたちに夢を────

C3ア ニ メ フ ェ ス テ ィ バ ル ア ジ ア
（C3AFA）も含め、2019年主催され
るイベントをご紹介いたします。

Development and PRODUCTION of film, specialized in original
ANIMATION. Licensing and rights management.

株式会社ソニー・ミュージック
エンタテインメント

会議棟1F LICENSING

アジア地域でのアニメ・音楽イベントのご紹介

東南アジア最大級のJ-Popカルチャーイベント

オリジナルを中心に、アニメーション作品をはじめとした映像の
企画・製作および著作権・版権管理・運用。

OTHERS

会議棟1F LICENSING

OTHERS

B
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エンターテインメント

エンターテインメント

B
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ⒸFujiko Pro ⒸSHIN-EI & TV Asahi

会議棟1F LICENSING DISTRIBUTION

B
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東映アニメーション
TOEI ANIMATION
アニメといえば、東映アニメーション
国内最大手のアニメーション製作会
社です。日本国内外で、アニメーシ
ョンの製作、販売、同時に版権事業、
関連事業を営んでいます。

テレビ東京は関東圏を放送対象とする地上波放送局であり、世界
中に数多くのアニメを発信するアニメ事業会社です。
TV TOKYO is a Tokyo-based terrestrial channel and network,
which distributes variety of programs internationally.

Toei ANIMATION is one of Japan s
leading ANIMATION studios. We
present various titles, including
Dragon Ball and One Piece.
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TOSYO
TOSYO

「痛印」や「キリトリエ」といった独自商品を展開中

TOSYO

国内外の枠を越え、新たなコンテンツでの商品展開や、共同事業
のご相談をさせていただければと考えております。ぜひお立ち寄
りください。
We would like to discuss surpassing Japanese borders,
developing merchandise for new content, and joint ventures.
Please stop by.

会議棟1F LICENSING DISTRIBUTION

B
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B

東宝株式会社

31

TOHO CO., LTD.

あの話題作から最新作まで、東宝ブースへようこそ！

『僕のヒーローアカデミア』などのTVアニメシリーズや、
『天気の
子』などの劇場用アニメ映画をご提供しております。
We present various titles from animated TV series "My Hero
Academia" to feature ﬁlms "Weathering With You" and more.

会議棟1F LICENSING DISTRIBUTION

株式会社東北新社
Tohokushinsha Film Corporation

B

株式会社トムス・エンタテインメント

32

TMS ENTERTAINMENT CO., LTD.

Presenting many of our company s
IPs, beginning with the GARO
series, entering its 14th year, and
Ottope anime season 2!

Distinguished animation studio, TMS
Entertainment will be introducing
new fascinating titles for 2019.

NIPPON ANIMATION CO., LTD.

子どもから大人まで楽しめるアニメーションを世界へ

B
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OTHERS

日本映像翻訳アカデミー
JVTA（Japan Visualmedia Translation Academy）

アニメのバリアフリー化、多言語化ならJVTA

B
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B

株式会社ぴえろ

38

Pierrot Co., Ltd.
2019年最新ラインナップご案内

Nippon TV

37

Hakuhodo DY music & pictures

博報堂DYMaPの最新作品情報をお届けします！

株式会社ファンワークス
Fanworks Inc.

カワイイ＆ポップなアニメーションで国内外に発信！

Introducing new anime including
Aggretsuko (Netﬂix), ZANNENNA
IKIMONO JITEN , LULULOLO , and
much more.
Ⓒ 15, 19, SANRIO サンリオ/TBS・ファンワークス

会議棟1F LICENSING
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フジクリエイティブ
コーポレーション

Fuji Creative Corporation

B
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PRODUCTION I.G
中澤一登監督『B: The Beginning』
参上！
Presenting our BIAF Jury Prizewinning series, B: The Beginning
by Kazuto Nakazawa (Kill Bill: Vol.
1). Come and see us!

ⒸKazuto Nakazawa / Production I.G

会議棟1F LICENSING DISTRIBUTION

OTHERS

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

中国を舞台にしたコンテンツビジネスを

「博報堂DYMaP」ブースでは当社が
取り扱うTVアニメ・映画作品の最新
情報をお伝えいたします。ぜひお立
ち寄りください！

MYCは北京を本拠地に、展示会イベ
ントの主催、受託開催、中国のゲー
ム会社の楽曲、イラスト、ボイスの
受託制作を行っている会社です。

An array of new series on Nippon
TV anime slot "AnichU" ! We also
pour our expertise into dramas,
formats, and remakes!

Hakuhodo DY music & pictures Inc.
presents its latest lineup of TV
animation series and movies. Please
come visit our booth!

MYC is a Beijing company which
hosts exhibitions and creates
music/illust/voice for game
companies worldwide.
Ⓒ北京動卡動優文化傳媒有限公司

PRODUCTION I.G
It's Only the Beginning

ノイタミナ、アニメシリーズ、アニメ長編あります！

日テレアニメ枠「AnichU」を中心に
新作を続々と展開！ ほかドラマ、バ
ラエティ、フォーマット、リメイク
などにも力を入れております！

Ⓒ賀東招二・小学館／STPD
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ANIMATION
PRODUCTION

International distribution and licensing> For prearranged
business meetings only.

Ⓒイクニラッパー／シリコマンダーズ

B

B

「株式会社ぴえろ」ブースでは2019年窓口保有コンテンツのご紹
介をしております。

FCC is delivering Japanese culture
to the World along with Fuji TV,
through high-quality ANIMATIONs
from series to features.

日本テレビ放送網株式会社

会議棟1F LICENSING

『アグレッシブ烈子』
（Netﬂix）
、
『ざ
んねんないきもの事典』
『がんばれ！
ルルロロ』
（NHK）
、新作アニメーシ
ョンなどをご紹介。

Many viewers are in need of
captions and audio guides for anime.
JVTA also translates anime and
manga into many languages.

あの人気作から2019年最新作までご紹介！
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会議棟1F LICENSING DISTRIBUTION

We produce, distribute & license
quality animation for kids &
family:Rascal, Dog of Flanders, Chibi
Maruko Chan, Penelope.

博報堂DYミュージック
＆ピクチャーズ

BANDAI NAMCO Arts is a Japanese
company that develops, produces
and distributes film, TV and home
entertainment media.

ⒸHappinet

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。ノイタミナ新作
『さ
らざんまい』4月放送開始！

会議棟1F DISTRIBUTION

アニメから実写作品にいたるまで、
多くのクリエーターやビジネスパー
トナーと共に、高品質なコンテンツ
を創出し続けております。

We will introduce new animation "BLACK FOX", "KOCHOKI Young
Nobunaga" and others at the booth.

アニメ作品のバリアフリー化を望ん
でいる視聴者はたくさんいます。作
品に合わせた最適な字幕＆音声ガイ
ド、多言語化のお手伝いをします。

会議棟1F LICENSING DISTRIBUTION

BANDAI NAMCO Arts

究極のエンタテインメント を目指しています。

新作劇場版アニメ『BLACK FOX』
、TVアニメ『胡蝶綺〜若き信
長』作品ほかを紹介させていただきます。

『ラスカル』
『フランダースの犬』
『ち
びまる子ちゃん』
『うっかりペネロ
ペ』などのTV・劇場アニメを企画・
制作・国内外配給・商品化許諾。

Ⓒ NIPPON ANIMATION CO., LTD.
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バンダイナムコアーツ

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

会議棟1F

Happinet Corporation

『BLACK FOX』
『胡蝶綺〜若き信長〜』紹介

B

B
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ビジネス

株式会社トムス・エンタテインメン
トのビジネスブースでは2019年以
降の新作をプロモーションビデオな
どを交えて紹介しております。

Ⓒ2018「薄墨桜」雨宮慶太／東北新社

B
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株式会社ハピネット

会議棟1F LICENSING

ブース

ブース

ビジネス

14年目に突入した『牙狼』シリーズ
をはじめ、シーズン2を絶賛放送中
のアニメ『オトッペ』など、弊社保有
作品をご紹介いたします。

ANIMATION
PRODUCTION

B

TMSの2019年以降の最新作品を紹介

牙狼シリーズほか、実写・アニメ作品をご紹介いたします

会議棟1F LICENSING DISTRIBUTION

会議棟1F LICENSING DISTRIBUTION

エンターテインメント

エンターテインメント

B

OTHERS

ポニーキャニオン
Ponycanyon
今、最も熱いアニメを世界へ届けます！
アニメに関する映像や音楽、舞台、
ライブなどを手がけ『響け！ユーフ
ォニアム』など多くの作品を世界へ
届けるエンターテインメント企業で
す！
Bringing videos, music, stages,
concerts, and shows like Sound!
Euphonium to the world!

Ⓒ2019 PONY CANYON INC, All rights reserved.
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会議棟1F LICENSING

エンターテインメント

B

会議棟1F LICENSING DISTRIBUTION

ANIMATION
PRODUCTION

株式会社ボンズ

48

BONES
アニメーションの制作会社です

B

株式会社マーベラス

49

Marvelous Inc.

マーベラスの新作情報やコンテンツ資産をご紹介

2019年の新作の作品紹介と、歴代
の作品の紹介を行っております。

総合エンターテインメント企業マー
ベ ラ ス はAnimeJapan 2019で 新
作やこれまでの作品を紹介します。
ぜひお立寄ください！

We have introductory displays of
past anime series as well as 2019
new lineup.

会議棟1F LICENSING DISTRIBUTION

B
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The multimedia entertainment
company Marvelous will be
introducing both upcoming and
catalog titles. Please visit us!

会議棟1F LICENSING DISTRIBUTION

株式会社ＭＡＨＯ ＦＩＬＭ
MAHO FILM CO., LTD.
新作アニメをご紹介します！

B

マンガプロダクションズ

51

Manga Productions

中東サウジ発・世界向けのコンテンツ制作会社

ブース

ビジネス

アニメーション制作、実写番組制作、
海外への版権事業も行っております。
弊社の新作アニメにぜひご注目くだ
さい。

サウジアラビアのコンテンツ会社で
国際コラボでアニメやゲームを制作。
東映アニメーションと制作したTV
アニメ『アサティール未来の昔ばな
し』を紹介します。

We work in animation production,
live-action program production, and
overseas licensing. Please take a
look at our new anime.
ⒸManga Productions

会議棟1F LICENSING DISTRIBUTION

B

ファミリーアニメフェスタ
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ANIMATION
PRODUCTION

メディアリンク
Medialink Entertainment Limited
アニメコンテンツサービスAni-One

メディアリンクはコンテンツ配給の専門会社、完全なネットワー
クであるので、当社のアニメコンテンツサービスAni-Oneも展開
していく。
MEDIALINK, an international content provider, and fully
integrated entertainment company are proud to introduce our
own content services Ani-One.

会議棟1F

B

36

OTHERS

リードPOP
ReedPOP

世界最大のポップカルチャーイベント主催社
世界12ヶ国、40以上のポップカル
チャーイベントを通して世界中のフ
ァンと出展社を結びつけるお手伝い
をしています。
We organize pop culture events
globally: New York Comic Con,
Anime Fest@NYCC, C2E2, PAX, MCM
London, Comic Con Seoul & more.
Ⓒ2018 ReedPOP All Rights Reserved.
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ANIMATION
PRODUCTION

Manga Productions is a Saudi
contents production company
producing animation and games
through global partnerships.

会議棟1F LICENSING DISTRIBUTION

B

53

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
良質なコンテンツを世界へ
大人気シリーズ『名探偵コナン』や今
春放送スタート『MIX』をはじめとす
る様々な作品を海外向けにライセン
スしています。
Long-running anime "Detective
Conan", 2019 new series "MIX", past
popular titles "INUYASHA", "Space
Brothers" and more.
Ⓒあだち充・小学館／読売テレビ・ShoPro

エンターテインメント

ビジネスエリア Business Area
「アニメ関連ビジネス市場の拡大と成長」を原点に、よりよい商談環境の整備とビジネスに有効な企画の実施を
通じて、AnimeJapan「ビジネスエリア」は年々進化しています。海外との貴重な商談の場として、またさら
にアニメコンテンツを使った国内ビジネスの活性化にも引き続き注力し、多くのビジネスチャンスが生まれる
場をご提供します。
With "expansion and growth of anime business market" as the origin point, AnimeJapan Business Area will
be further evolved through better meeting arrangements and eﬀective programs. As an important platform
for meeting with overseas companies, vitalizing domestic businesses utilizing anime, we will present you
with a place that produces a lot of business opportunities.

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

We will be answering all kinds of questions from anime business beginners and representatives of other
industries. Feel free to stop by if you have any questions.
日程

Date

March 25（Mon）

2019年3月26日（火）

March 26（Tue）

10:00〜18:00（受付は17:00まで）
10:00〜18:00（受付は17:00まで）
※終了時間が、会期時間と異なりますのでご注意ください。

会場

10:00‑18:00（Inquiries until 17：00）
※ Please note that the closing time is different from
AnimeJapan operating hours.

Venue

東京ビッグサイト
内容

10:00‑18:00（Inquiries until 17：00）

会議棟6F（出展エリア内）

Tokyo Big Sight, Conference Tower 6F
(inside the exhibit area)

Contents

注意事項

Inquiries related to animation business. We will
respond to inquiries from those who are new in
animation business, or starting to make business
with anime industry.

ファミリーアニメフェスタ

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などからのご相談にお答えいたし
ます。
Notice

※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。

ビジネス

2019年3月25日（月）

アニメビジネスコンシェルジュ／AJ×JETRO アニメコンテンツ商談会

初めてアニメーションビジネスに関わる異業種の方々の問い合わせや、複雑に思われやすい様々なアニメビジ
ネスに関する相談など、各種のご相談に対応します。

※We may be unable to answer depending on the contents of
inquiries.
※ For inquiries about specific companies, we may have to
reply at a later date.
※ It is strictly a consultation service. It does not necessarily
guarantee business matching or progress in future business.
※Depending on the situation, we may limit the available hours
for inquiries.

AJ×JETRO アニメコンテンツ商談会
AJ×JETRO Anime Business Matching

日本貿易振興機構（ジェトロ）にご協力いただき、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。※受付は終了しました。
Business matching sessions with overseas buyers organized with cooperation of the Japan External Trade
Organization (JETRO) . ※The applications are closed.
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min

ビジネスカルテ
エンターテインメント

ビジネスエリアでは、商談をスムーズにお進めいただくための活用ツールとして「ビジネスカルテ」をご用意い
たしました。ご記入いただいた「ビジネスカルテ」を、出展社へご提出いただき、商談をスムーズにお進めいた
だくためのツールとしてぜひご活用ください。
Business Area is introducig "Business Introduction Card" as a tool to assist your
meeting smoothly. Please ﬁll out your "Business Introduction Card" and submit to the
exhibitors. We wish your success with this new tool as a business aid.

Intro to Licensing Business

Q
A

キャラクター、アート、ブランド、商標などの知的財産（＝IP：インテレクチュアル・プロパティ）
の権利使用許諾をもらって2次利用展開することだね

Q

IPはどのようなときにどう使えるの？

A

アニメ作品を展開する際は下記のようなものに使用できるよ！
●商品化
●キャンペーン・販促タイアップ
●パッケージ販売
●映画・テレビ放映
●インターネット配信
●コミカライズ・出版
●ライブ・イベント
●海外販売

※デザインは変更になる場合がございます。 ※The design may change without notice.

IP use. When and for what?

You can utilize anime works for the following businesses!
●Merchandising
●Campaign, promotional tie-ups
●Package sales
●Film & TV broadcasting
●Internet streaming
●Comic adaptation, publishing
●Live events
●Overseas sales

アニメ作品・キャラクター紹介パネル
Anime Character Introduction Panel

国内外の商品化ビジネスマッチングを促進するために、
ビジネスエリア出展社から集めたキャラクターを、作品
情報と共に一覧にしてビジネスエリア内に掲出します。
ビジネス来場者からのお問い合わせを作品へとつなぎ、
新たなビジネスチャンスの創出を目指します。

ライセンス窓口はどう探すの？ 連絡はどう取るの？

A

通常、制作会社や出版社、ビデオ販社等に確認しているよ！

AnimeJapan公式キャラクター「AJ兄弟」
ⒸAnimeJapan 2019 All Rights Reserved.

ファミリーアニメフェスタ

ファミリーアニメフェスタ

Q

俺たちも
I Pだぞ！

ビジネス

※ Those who have pre-registered
will have the tickets with
questionnaire section identical to
the Card. You can make a copy to
utilize it as well.

※写真は前回のものです。 ※The image from the previous event.

What is licensing business?

It means to get a licensing agreement of IP (intellectual property) including characters, art
works, and brands for the secondary use.

※事前登録をされた方は、当日お持ちい
ただくチケットの右側のアンケート項
目がカルテと同内容になります。コピ
ーしてご活用いただく事も可能です。

In order to promote business matching for
merchandising business, characters collected from
business exhibitors will be displayed at the business
area. This program is meant to create new business
opportunities and connect visitors with the tiles.

ライセンスビジネスってナニ？

ライセンスビジネス﹁基本のキ﹂mini

ビジネス

ビジネスカルテ／アニメ作品・キャラクター紹介パネル
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質問に答える
だけでビジネスを
手助けして
くれるんだ！

i

エンターテインメント

ライセンスビジネス「基本のキ」

Business Introduction Card

How do I ﬁnd out licensing contact? How do I reach them?

Normally, you should check with productions, publishers, distributers, and so on!

AnimeJapan 2019ビジネスエリアにも様々な作品のライ
センス窓口を担当している出展社がたくさんいるよ！
商談時間には限りがあるから、
「ビジネスカルテ」を活用して商
談をスムーズに進めてね〜
There are lots of exhibitors at the Business Area in
charge of licensing windows for various works! There
is a limited time for meeting, so please make use of
"Business Introduction Card" to proceed with talks˜.
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ひがし

ファミリーステージ

エンターテインメント

エンターテインメント

エリアマップ〈東 3ホール〉Area Map〈East Hall 3〉
Family Stage

あのキャラクターがステージにやってくる！

プレイコーナー
たの

いっしょ

も

あ

みんなで一緒に盛り上がろう！
These characters are coming to the stage!
Let's have fun with everyone!

Play Corner

あそ

いろんな楽しい遊びがいっぱい！
This corner is full of all kids of fun!

ビジネス

ビジネス
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.

ファミリーフードパーク

ファミリー限定エリア！Family Limited Area!
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.

ⒸNIPPON ANIMATION CO., LTD. ⒸSCP/RAI/AA/ZDFE Ⓒ犬丸りん・NHK・NEP Ⓒ2019 Gullane (Thomas) Limited. ⒸBANDAI/TV TOKYO・ここたま製作委員会
Ⓒ臼井儀人 / 双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK Ⓒ水木プロ・フジテレビ・東映アニメーション Ⓒプロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS
ⒸABC-A・東映アニメーション Ⓒやなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV TM & ⒸTOHO CO., LTD. Designed by Chiharu Sakazaki
Ⓒ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 Ⓒ尼子騒兵衛／NHK・NEP Ⓒタツノコプロ
Ⓒ2010 あきやまただし/はなかっぱプロジェクト ⒸNintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku ⒸPokémon ⒸPIKACHIN
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あんしん

ファミリーアニメフェスタ2019

Family food park

あったかくておいしいフードがいっぱい！
This park is full of warm and delicious food!

キャラクターグリーティング
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 a character!

キッズワークショップコーナー

Kids Workshop Corner
つく

たいけん

アニメのグッズを作ろう！ アニメづくりを体験しよう！
Let's try and make our own anime & plastic model!

ファミリーアニメフェスタ2019入場後のAnimeJapan 2019へのご入場について
Entrance to AnimeJapan 2019 from Family Anime Festa 2019 venue

・AnimeJapan 2019の入場券が必要です。
・AnimeJapan 2019一般の待機列の最後尾よりご入場いただきます。
・入場券をお持ちでない場合は、AnimeJapan当日券売り場にて入場
券をお買い求めください。

・You must purchase AnimeJapan 2019 amission ticket.
・Please join the end of the queue to AnimeJapan 2019 to
enter.
・If you do not have the admission ticket, please go to the
ticket counter of AnimeJapan.

ファミリーアニメフェスタ2019
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ファミリーアニメフェスタ

こ さま づ

フロアマップ

ファミリーアニメフェスタ

ちい

小さいお子様連れでも安心！

Child Safe & Friendly!

出展ブース

EXHIBITION

F

東３

ちびゴジラ

01

chibi GODZILLA

F

トムス・エンタテインメント

03

TMS ENTERTAINMENT
皆集まれ！ 見て、撮って、遊ぼう！

ぼくは つよくておおきい ちびゴジラ！

Family Anime Festa: booth

EXHIBITION

エンターテインメント

エンターテインメント

ファミリーアニメフェスタ

東３

ゴジラ生誕65年にむけて、新たなキ
ャラクター「ちびゴジラ」が誕生！
ちびゴジラと写真を撮ったり、遊ん
だり！ ぜひ遊びに来てください！

キッズの皆さんが楽しめる新作アニ
メ『爆丸バトルプラネット』の映像や
キャラクター、ゲームなどを紹介し
ます。

Toward 65th anniversary of the
birth of Godzilla, a new character
chibi Godzilla is born! Please visit
us for pictures and playing!

We'll the new animation "BAKUGAN:
BATTLE PLANET".

TM & ⒸTOHO CO., LTD. Designed by Chiharu Sakazaki

東３

EXHIBITION

F

東３

BANDAI SPIRITS

06

BANDAI SPIRITS

「ポチっと発明 ピカちんキット」新情報をゲット！

F

04

EXHIBITION

GOODS

株式会社Peace&Kindness
Peace&Kindness Co., Ltd
不思議かわいい！ パレットアイランド

Showing and selling child-friendly
goods with a daily necessities motif
like stationary and accessories with
famous characters.

テレビ東京系6局ネット毎週土曜日あさ9時30分ほか、絶賛放映
中の『ポチっと発明 ピカちんキット』が2019年も継続決定！
Popular ongoing series Pochitto Hatsumei: Pikachin-Kit , on 6
TV Tokyo stations every Saturday, is continuing in 2019!

東３

EXHIBITION

F

GOODS

クレヨンしんちゃん
Crayon Shinchan
クレヨンしんちゃんのかわいいグッ
ズを販売！ しんちゃん本人も遊び
に来ちゃうかも……!? みんなで、遊
びにくれば〜？

Ⓒ臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ

東３

EXHIBITION

GOODS

F

大福くん

02

daifukukun
日本の和菓子キャラクター「大福くん」

05

ファミリーアニメフェスタ2019

Palsystem

国産・産直中心の食材をご自宅までお届けする生協の宅配パルシ
ステム。人気商品「クリーミーヨーグルト」などが試食できます。
We re pal-system, and we focus on delivering domestically
produced, farm-fresh ingredients to your home. Come sample our
creamy yogurt!

東３

F

08

EXHIBITION

GOODS

STAGE

F

07

EVENT

ベイブレードバースト
BEYBLADE BURST
ベイブレード体験！

大人気のベイブレードを体験できるブースです！
Come and enjoy the popular BEYBLADE tops at our booth!
ⒸHiro Morita, BBBProject, TV TOKYO

EVENT

タカラトミー
TAKARATOMY

タカラトミーが自信をもっておくるコンテンツ集結！
新作アニメ作品の体験コーナー
や 商 品 展 示・ グ ッ ズ 販 売 な ど が
盛りだくさん! !
We have an interactive brand new
anime corner, merchandise displays,
goods on sale, and lots more!

It s Daifukukun , inspired from wagashi, a traditional part of
Japanese culture! Wrapped up and packed with love and good
fortune!
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生協の宅配 パルシステム

国産・産直中心の食材をご自宅までお届けします！

日本の伝統文化である和菓子をモチーフに誕生した「大福くん」が
やってくる！ 愛と福をこめて「おつつみします！」。

ⒸSME/SIE

東３

ブース

You could get some cute Shin-chan
goods here. If you are lucky, you
could even meet Shin-chan himself.
Everyone, come and meet him.

F

EXHIBITION

ⒸPeace&Kindness

ⒸTOMY

ファミリーアニメフェスタ2019
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クレヨンしんちゃん出張オフィシャルショップだゾ！

ブース

ファミリーアニメフェスタ

09

東３

ビジネス

ビジネス

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
供向けオリジナルコンテンツの紹介
及びグッズ販売を行います。

ファミリーステージ
あのキャラクターがステージにやってくるよ！

む りょう

無料

エンターテインメント

エンターテインメント

【Family Stage】

Free to play

These characters are coming to the stage!

じ

か ん

時間 Time

が つ

に ち

ど

3月23日（土）March 23（Sat）

じ

か ん

時間 Time

げん き

に ち

に ち

げん き

10:20〜11:00

元気いっぱい
てっかのコマキちゃん

11:20〜12:00

ジバニャン・コマさん
バラエティーショー

11:20〜12:00

キラキラハッピー★
ひらけ！ここたま ショー

12:20〜13:00

溢れる！ みんなの
イマジネーション！

12:20〜13:00

パンドラボックスで
だい
大パニック？

き

た ろう

14:20〜15:00

ゲゲゲの鬼太郎
スペシャルステージ

15:20〜16:00

溢れる！ みんなの
イマジネーション！

15:20〜16:00

パンドラボックスで
だい
大パニック？

16:20〜17:00

ジバニャン・コマさん
バラエティーショー

16:20〜17:00

あふ

Ⓒプロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS ⒸABC-A・東映アニメーション Ⓒやなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV
TM & Ⓒ TOHO CO., LTD. Designed by Chiharu Sakazaki

ファミリーアニメフェスタ2019

『ＨＵＧっと！プリキュア』×
『スター☆トゥインクルプリキュア』
ダンスコラボショー

ⒸBANDAI/TV TOKYO・ここたま製作委員会 Ⓒ水木プロ・フジテレビ・東映アニメーション ⒸABC-A・東映アニメーション Ⓒやなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV
Ⓒ 藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK
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ファミリーアニメフェスタ

14:20〜15:00

新幹線変形ロボ
シンカリオン ステージ

13:20〜14:00

『ＨＵＧっと！プリキュア』×
『スター☆トゥインクルプリキュア』
ダンスコラボショー

ファミリーステージ

ちびゴジラ ステージ

しんかんせんへんけい

ファミリーステージ

ファミリーアニメフェスタ

13:20〜14:00

ビジネス

ビジネス

10:20〜11:00

元気いっぱい
てっかのコマキちゃん

あふ
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が つ

3月24日（日）March 24（Sun）

キャラクターグリーティング
しゃしん

と

キャラクターと一緒に写真が撮れる！

Free to play

たの

に ち

ど

3月23日（土）March 23（Sat）

じ

か ん

時間 Time

が つ

に ち

This corner is full of all kids of fun!

レッツゴートーマス

に ち

3月24日（日）March 24（Sun）

Let's Go Thomas
の

10:00〜

Free to play

あそ

いろんな楽しい遊びがいっぱい！

Take pictures with anime characters!

が つ

む りょう

無料

【Play Corner】

エンターテインメント

エンターテインメント

いっしょ

プレイコーナー

む りょう

無料

【Chatacters Greeting】

ひろ ば

アンパンマンのおもちゃ広場
Anpanman Toy Plaza

しゅっぱつしんこう

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!

み しゅうがく じ ゆうせん

※未 就 学 児優先コーナー ※Preschoolers priority corner

10:30〜

11:00〜

え ほん

アンパンマンのおもちゃがいっぱい！ 絵本もあるよ！
Lots of toys of Anpanman! There are picture books too!

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

11:30〜

は

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

12:30〜

13:00〜

む りょう

無料

【Kids Workshop Corner】
づく

Free to play

たいけん

アニメのグッズを作ろう！アニメづくりを体験しよう！

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

アニメをつくろう
Let's Make Anime

く み た て か い

ポチロー組立会

POCHIRO Building Session

14:30〜

15:00〜
デコレーション！
decoration!
か

キャラクターを描いて、
たいけん
か
え
アニメづくりを体験しよう！ みんなで描いた絵
え

16:00〜

うご

だ

をつなげると、絵が動き出すよ！
Draw Characters, and Try Making Anime!
Put Your Drawings Together, and You Will
See Them Move!

くみ た

ポチローのプラモデルを組立てよう！
じ ゆう
じ ぶん
つく
自由にデコレーションして自分だけのポチローを作ろう！
Let's build POCHIRO's plastic model!
Let's decorate it as you like and make your own POCHIRO!
※組み立てたキットはお持ち帰りいただけません。参加者には記念品をプレゼントします
※You can't bring home the kit that you built. Participants will receive gift.

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

16:30〜
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ⒸNIPPON ANIMATION CO., LTD. ⒸSCP/RAI/AA/ZDFE Ⓒ犬丸りん・NHK・NEP Ⓒ2019 Gullane (Thomas) Limited. ⒸBANDAI/TV TOKYO・ここたま製作委員会
Ⓒ臼井儀人 / 双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK Ⓒ水木プロ・フジテレビ・東映アニメーション ⒸABC-A・東映アニメーション Ⓒやなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV
Ⓒ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 Ⓒタツノコプロ Ⓒ2010 あきやまただし/はなかっぱプロジェクト
ⒸNintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku ⒸPokémon ⒸPIKACHIN
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ファミリーアニメフェスタ

14:00〜

プレイコーナー／キッズワークショップコーナー

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

13:30〜

15:30〜

ビジネス

ビジネス

キッズワークショップコーナー

12:00〜

ファミリーフードパーク Family food park
エンターテインメント

あったかくておいしいフードがいっぱい！
This park is full of warm and delicious food!

￥700
ぜいこみ

（税込）

￥750

おきなわ

沖縄タコライス

ぜいこみ

（税込）

OKINAWA
TACO RICE BOWL

￥800

やきにくめし

焼肉飯

BEEF RICE

￥700

ぜいこみ

（税込）

ぜいこみ

（税込）

どん

ビジネス

ソーキ丼

トマトとココナッツの
南国ライス

PORK SPARERIBS
BOWL

なんごく

TROPICAL RICE

￥500
ぜいこみ

（税込）

チリチーズ
カーリーポテト

￥800

ファミリーフードパーク

ファミリーアニメフェスタ

CHILI CHEESE
CURLY POTATO

ロコモコ

Loco Moco

ガーリック
シュリンプ

Garlic shrimps

￥800
ぜいこみ

￥900

（税込）
どん

ぜいこみ

ビーフポークチキン丼

（税込）

roast beef pork
chiken bowl

￥750
ぜいこみ

（税込）
どん

チャーシュー丼

roasted pork ﬁllet bowl
ほか

78

ぜいこみ

（税込）

￥400
ぜいこみ

（税込）

レモネード

lemonade

この他にもおいしいフードがいっぱい！ There are tons of other delicious food as well!
ファミリーアニメフェスタ2019

注意事項 PRECAUTIONS
来場について Admission

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

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、

となりますので、ご遠慮ください。

トラブルなどにつきましては、主催者は一切責任を負いません。

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

前日からの来場が発覚した場合、警察からの指導が入る場合もご

盗難・置き引きなどに関して、主催者は一切責任を負いません。

り込みや、友人知人を列に招き入れる行為はほかのお客様の迷惑

ざいます。

落とし物を拾った場合は、総合インフォメーション（東京ビッグ

開場前は屋外でお待ちいただきます。

サイト 東棟 東4ホール ガレリア内）に、お届けください。落と

雨天や荒天の場合でも屋外に並んでいただきますので、あらかじ

し物をしてしまった場合も同様です。

め雨具などは、各自でご用意ください。また、雨天や荒天時は傘

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

の使用は避け、カッパなどのご使用をおすすめします。

ッフにお申し出いただくか、総合インフォメーションまでお申し

天候や交通機関の遅れにより、会場にたどり着けない場合や、到

出ください。

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

救護室の利用数には限りがあります。当日の状況によってはお待

一切責任を負いません。

ちいただく可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

ご来場にかかわる費用は、すべて来場者の負担となります。

他人に迷惑となるような行為（トイレ・通路などでの着替え、大

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。

人数でのスペースの占拠、物を振り回すなど）
、物品の持ち込み

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）。

はご遠慮ください。

車いすなど、ご来場に付き添いが必要と判断される方は、かなら

来場者間でのグッズなどの交換・トレーディングは東8ホールの

ず介護者同伴の上ご来場ください。なお、会場内は大変混雑しま

トレーディングエリアのみ可能です。

す。あらかじめご了承ください。

会場内外いずれにおいても、
「営利を目的とした転売・譲渡」
「金

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。

額より高値での転売・譲渡」
「オークション・SNSなどで不特定

インフルエンザなどを発症している可能性がある場合は、ご来場

多数に向けての転売・譲渡・交換」は禁止です。本事項による来

を控えていただくようお願いします。また、できる限りマスクの

場者間のトラブルについては、
主催者では一切関与いたしません。

着用をお願いします。

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
撮影された写真が記事などに使用される可能性がございます。

Please refrain from coming to the venue the day

一般の方による会場内での動画撮影およびネット配信は、周囲の

before the festival. The organizers will not bear any

来場者や展示物にご注意の上、行ってください。なお、映り込ん

responsibility for accidents that occur due to the early

だほかの来場者、権利物などによるトラブルにつきましては、主

arrival.

催者は一切責任を負いません。

Please be reminded that police may approach you for

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

the early arrival to the venue.

わず発生した事故などに関しては、主催者は一切責任を負いませ

Please be reminded that you will be asked to wait

ん。また、スタッフの指示に従えない方は、退場していただく場

outside prior to the opening of gate.

合もございます。

Please note that the attendees will need to line up

会場で配布するもの、販売するものには、すべて数に限りがござ

outdoors even in the case of heavy weather. Be sure to

います。

bring rain gears but please avoid using umbrellas as we

天災・不慮の事故、やむを得ない事情などにより、本誌および会

recommend raincoat.

場内に掲出されている商品やイベント内容が、変更・中止となる

The organizers will not bear any responsibility for cases

場合もございます。

such as unable to get to the venue or late arrival due to

なお、本事項による変更・中止の場合においても、ご来場に関わ

traffic accidents/weather conditions.

る費用やチケット代の返金・補償はいたしかねます。

All expenses spent on attending the event must be
covered by attendees.

The venue will be heavily crowded. Dangerous actions

Minors must attend upon obtaining the permission of

such as running and pushing are prohibited.

their guardians.

There are many queues in the venue. Please do not

Entering the venue with pets is not allowed, except for

cut in or invite acquaintances into the line as it causes

guide/service dogs.

trouble to other attendees.

For those who are deemed necessary to have attendance

Attendees are responsible for managing their personal

(e.g. wheelchair), please come along with an assistant.

items, including valuables, by themselves. The organizers

Please note that the venue is heavily crowded.

will not bear any responsibility for accidents relating to

It is encouraged that attendees have enough rest and

pickpocketing or luggage thefts.

be in a proper health condition the day before.

If you picked or lost any item, please leave it to General

When a possible infectious disease (ex: influenza)

Information at the East Hall 4, inside the Galleria.

occurred, please refrain from attending. Wearing a mask

In cases of feeling sick or injuries, please inform the

is recommended in the venue.

nearest staﬀ or report to the General Information as
quickly as possible.

イベント全体について Event Overview

The number of available spaces are limited in the firstaid room. Please note that you may have to join the

会場内は大変混雑します。危険ですので、会場内を走る、押しあ

queue depending on situations.

うなどの行為は禁止です。

Please refrain from behaviors or bringing items that may

79

case inconvenience to other attendees (ex: changing in
restrooms/hallways, occupying a large space with a big
group, swinging an object, etc).

い物の使用は禁止です。

Attendees can exchange/trade their goods only inside
the Trading Area in East Hall 8.
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

す。写り込む場合もありますので予めご了承ください。

moving.

To prevent inconvenience to other attendees, cosplay

prohibited.

Sharp-edged materials and loaded air-soft guns are

■荷物について

participants are strongly advised to follow the rules

Items that may injure/dirty other attendees and the

below. The organizers will not bear any responsibility

venue are prohibited to bring in.

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）

regarding accidents or troubles. Any actions that may

Flammable items are prohibited to bring.

が必要です。

cause inconveniences or physical harms to other

In the venue, actions such as swinging or throwing items

※当日中であれば荷物は何度でも出し入れができます。

attendees are prohibited. Attendees who will not follow

including bats, rackets, and balls are prohibited.

※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

these rules or staff instructions may be asked to leave

Bringing items that may break and scatter, such as glass

with no refund.

products or pottery, is prohibited.

ない場合もありますので、予めご了承ください。

auction or on SNS for many and unspeciﬁed customers

クロークの利用可能時間帯は10:00〜16:30となります。

are prohibited. The organizers will not bear any

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

responsibility for accidents/troubles occurred due to

て、自己管理をお願いします。

In addition to AnimeJapan Admission Ticket, Cosplay

these actions.

クロークはコスプレ参加の方専用です。

Registration (1,000/day) is required for cosplaying.

During the event, press members are around the venue.
Please be reminded that photos taken at their coverage

■持ち込み禁止物について

■Cosplay and Admission

※ Cosplay Registration is conducted at the Cosplay
Reception (by the changing room)
※ During the festival day, attendees can come back to

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 ones that may disturb

may be used later for their articles.

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

Please pay attention to the surrounding people and

ます。

exhibit items when using camera. The organizer will not

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

be held responsible for any trouble caused by people/

って持ち歩いてください。

items in the images.

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

Arriving and leaving the venue, as well as returning

Uniforms of public authority, including police officers,

Please follow the staff's instructions at the venue. The

て持ち歩いてください。

home while cosplaying is not allowed.

Japan Self-Defense Forces members, firefighters, and

organizer is not responsible for any accidents by failing

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。

When leaving Big Sight, you must change back to your

others are prohibited.

to follow them. Those who refuse to comply may be

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

clothes.

asked to leave.

止です。

Please be reminded that items handed out or for sale in

可燃性危険物等の持ち込みは禁止です。

the venue are available while supplies last.

会場内では武器・バット・ラケット・ボールなどを振り回す、投

Please use changing room in the venue when changing

allowed to wear outside of cosplay areas.

The event may change/cancel its content due to

げる等の行為は禁止です。

clothes, (Cosplay Registration (charged) is required).

When otherwise judged by the staff to be inappropriate,

unexpected accidents or natural disasters. Please note

ガラス製品や陶器など破損飛散する可能性のある物の持ち込みは

※ Changing clothes and make-ups in neighboring

that, even under such circumstances, no travel cost or

禁止です。

ticket fees will be compensated.

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。

Operating hours of the changing room is 10:00-17:00

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

(Reception closes at 16:30).

Photography should be carried out in the designated

お預かりする場合があります。

※ Leaving personal items in the changing room is

spots (indoor/outdoor cosplay areas).

コスプレについて About Cosplay
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

■衣装について

the changing room anytime.
※ Lost Cosplay Registration pass will not be reprinted.
Please purchase it again.

those outfits may be stopped or asked to leave, and the
registration fee will not be refunded.

Costumes that restrict vision (face-covers, masks, eye

■Changing of Clothes

facilities or venue

other attendees are not allowed to wear. Cosplayers in

s restrooms is prohibited.

prohibited. Please use the baggage storage.
※ Photography, regardless or devices, is strictly

patches, etc), movements (large paper-mâché, kigurumi,
floor-length costumes, large decorations, etc), are not

wearing those costumes may be declined.

■Photo-Shooting

No cosplay photo-shootings are allowed outside of the
authorized areas.

のルールを守ってご参加ください。

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

prohibited in the changing room. Please keep lens-

Photographs must be carried out after getting a

事故・トラブルなどに関して、主催者は一切責任を負いません。

ムの着用はできません。

caps on while in the changing room.

permission from each cosplayer.

また、周囲の迷惑となる行為、危険行為は禁止です。

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

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

ただく場合がございます。その際の登録料は返金しません。

だく場合がございます。その際、登録料は返金しません。

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

■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

の着用はできません。
視界を制限する衣装（覆面、お面、眼帯等）
、移動が困難な衣装
（大型のハリボテ、着ぐるみ、裾を引きずる、大きな装飾品等）は、

録（登録料：1000円／日（税込）が必要です。

コスプレエリア以外での着用はできません。

※コスプレ登録はコスプレ受付（東8ホール）にて行います。

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

※当日中であれば、更衣室は何度でも利用ができます。

をお断りさせていただく場合があります。

※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。

■撮影について

※Volatile/strong-smelling items, such as hair spray and
manicures, are prohibited.

■Baggage Storage

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.

Baggage storage is available. Cosplay Registration

Bringing equipment such as large stroboscopes with

(charged) is required for the service.

stands, and lights is prohibited.

※ 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.

Pictures taken in the venue cannot be used for
commercial purposes.

■Press Coverage
Media crews will be in the venue for coverage. Each

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

Operating hours of the storage service is 10:00-16:30.

attendee is responsible for dealing with press coverages.

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

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。

Attendees are responsible for managing their valuables,

Please check their PRESS passes when answering to

さい。

撮影は相手の許可を貰ってから行ってください。

including lost/stolen/damaged items.

coverages.

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

The baggage storage service is available only for

The organizers

慮ください。また、被写体となる方にポーズの強制は行わないよ

cosplay participants.

the festival, for recording and PR purposes. Attendees

コスプレでの来場・退場・帰宅はできません。

■着替えについて
着替える際は会場内に設けている更衣室を利用してください。利

うお願いします。

用にはコスプレ登録（有料）が必要です。

スタンド等を使用した大型ストロボやライト等の撮影機材の持ち

※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。

込みは禁止です。

Weapon-imitating items are only allowed to carry when

会場内で撮影された写真の商用利用はできません。

they do not violate the Swords and Firearms Control

更衣室の利用可能時間帯は10:00〜17:00となります（最終受付
16:30）。
※更衣室への荷物の放置はできません。荷物はクロークをご利用
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
禁止です。また更衣室内はカメラのレンズキャップは付けてく
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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

■取材について
会場にメディアの取材が入ります。各メディアの取材に関しては
「PRESS証」を確認の上、自己責任でご対応ください。
また、記録や広報のため、主催者による撮影が入る場合がありま

■Items Prohibited to Bring

may have their media crews cover

may be seen in their photos/videos. We appreciate your
understanding in advance.

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
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