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世界最大級のアニメイベント 

『AnimeJapan 2020』 
ステージ情報第一弾などを発表する 

「AJプレゼンテーション」を 1月 27日（月）開催決定！ 

一般社団法人アニメジャパンは、2020 年 3 月 21 日(土)～24 日(火)に東京ビッグサイトで開催する世界
最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2020」「ファミリーアニメフェスタ 2020」の開催に伴い、出展社
および出展作品の情報を公式ウェブサイト（http://www.anime-japan.jp）にて公開致しました。 
また、2020年 1月 27日（月）19:30より、AnimeJapan 2020の最新情報を発表する「AJプレゼン

テーション」を公開することを決定致しました。 
 

出展作品の詳細は AnimeJapan 2020公式ウェブサイトまで 
https://www.anime-japan.jp/ 
 

今回のMCには、声優の藤田茜さん、市川太一さんをお迎えし、ステージに関する情報を大発表致します。 
 
■AnimeJapan 2020 https://www.anime-japan.jp 
パブリックデイ会期︓2020年 3月 21日(土)・22日(日) 9:00～17:00 ※最終入場 16:30 
ビジネスデイ会期 ︓2020年 3月 23日(月)・24日(火) 10:00～18:00 ※最終入場 17:30 

 
■ファミリーアニメフェスタ 2020 http://www.family-animefesta.jp 
会期︓2020年 3月 21日(土)・22日 (日) 10:00～17:00 ※最終入場 16:30 

情報解禁：2020年 1月 16日（木）18:00 
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AJプレゼンテーション開催決定 

 
2020年 1月 27日（月）19:30より、「AJプレゼンテーション」を開催します。 

AnimeJapanらしいさまざまな主催企画の発表のほか、今回は例年注目度の高い AJステージのプログラムを中心に

大発表する、AnimeJapan 2020最大の情報発信を行います！ 大注目のステージの発表は同日 20:00から！ 

ぜひ、この大注目の情報解禁をリアルタイムで視聴してください！ 

 

配信日：2020年 1月 27日（月）19:30～20:30（終了予定） 

配信先：ニコニコ生放送、YouTube Live、Periscope（Twitter） 

詳しくは AnimeJapan公式ウェブサイト（http://www.anime-japan.jp）をチェック！ 

MC：声優の藤田茜さん、市川太一さんをお迎えしてお送り致します。 
 
＜MC＞ 

藤田 茜（ふじた あかね） 

主な代表作： 

・『W'z《ウィズ》』土佐堀 遥 

・『RELEASE THE SPYCE』相模楓 

・『イナズマイレブン アレスの天秤 / オリオンの刻印』大谷つくし 

市川 太一（いちかわ たいち） 

主な代表作： 
・『カブキブ！』来栖黒悟 

・『デュエル・マスターズ！！』キャップ/ギャップ 

・『メジャーセカンド』卜部隼人 

 

出展社情報や集合ビジュアルも続々公開！ 

世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2020」では、 
のべ約 200社にもおよぶ出展社が決定！ 
アニメ業界以外からも、配信プラットフォーム、アプリゲーム作品、
専門学校、製造メーカーなどにも出展頂き、まさに「アニメのすべ
てが、ここにある。」を体現するイベントとなることをお約束しま
す。                           
 

 
また、2020 年 1 月 1 日に公開された「和」をテーマにした集合
ビジュアルは、豪華作品による描きおろし！ 
今回の AnimeJapanではこの貴重な描き下ろしイラストを使っ

た各種和グッズ付き「バンドルチケット」を 1 月下旬より発売予
定です。 
詳細は、AJプレゼンテーションで発表します。どうぞご期待く

ださい！ 
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報道関係者各位 

AJプレゼンテーションご取材のご案内 
この度一般社団法人アニメジャパンは、1月 27日(月)19時 30分より行われる広報イベント『AnimeJapanプレゼ

ンテーション』(場所：アニメイト池袋本店 9F アニメイトホール）にて、「AnimeJapan 2020」AJステージプログラ
ムを中心に、主催企画の最新情報の発表を行います。 

総来場者数 15万人におよぶ世界最大級のアニメの祭典「AnimeJapan 2020」は、今年も過去最大の出展小間数を更

新し、アニメ業界・アニメ関連業界から高い期待が寄せられています。 

本広報イベント『AnimeJapanプレゼンテーション』は、ステージプログラムの発表を中心とした事前広報としては最

大の情報発信の場となっております。何卒、ご来臨賜りますようご案内申し上げます。 
 
※1月 24日(金)18時までに、申込フォームより、登録くださいますよう、宜しくお願い申し上げます。 
  申込フォーム： https://pro.form-mailer.jp/fms/8bd74d32161846 
 

＜AJプレゼンテーション概要＞ 
名称       ： AJプレゼンテーション 

会期      ： 2020年 1月 27日(月) 

会期時間    ： 開場 19:00 開演 19:30 終了 20:30予定 

会場      ： アニメイトホール(アニメイト池袋本店 9F) 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 1-20-7 

内容      ： AJステージプログラム 第一弾発表 

          AnimeJapan 2020主催新企画発表！ 

※今回は AJプレゼンテーションの大半を AJステージの発表の時間とさせて頂きます。 

「20:00からステージ情報解禁」を目玉に進行する予定です。 

登壇者予定   ：藤田 茜（ふじた あかね） 

市川 太一（いちかわ たいち） 

AnimeJapan総合プロデューサー / 宣伝プロデューサー 他 
配信先     ：ニコニコ生放送、YouTube Live、Periscope にて生配信 

※URLなど詳しくは AnimeJapan公式ウェブサイト（http://www.anime-japan.jp）にて 
※当日は一般の方約 100名の方にも観覧していただく予定です 

 
＜AJプレゼンテーション発表内容のプレスリリースについて＞ 

AJプレゼンテーションで発表された情報については、当日 18:00頃に発信致します。（同日 20:30解禁） 

情報発信に向けてご準備頂けますと幸いです。 
 
＜会場について＞ 
アニメイトホール(アニメイト池袋本店 9F) 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 1-20-7 
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開催概要 
 
催事名称     AnimeJapan 2020 / ファミリーアニメフェスタ 2020 
 
会場          東京ビッグサイト (〒135-0063 東京都江東区有明 3-11-1) 
              ◇西展示棟／南展示棟 [AnimeJapan 2020 メインエリア]  

              ◇会議棟 6F&1F [AnimeJapan 2020 ビジネスエリア] 

         ◇西展示棟 1 ホール [ファミリーアニメフェスタ 2020] 
 
会期       ◇メインエリア 2020年 3月 21日(土)・22日(日)  9:00～17:00 ※最終入場 16:30 

◇ビジネスエリア 2020年 3月 23日(月)・24日(火)  10:00～18:00 ※最終入場 17:30 
◇ファミリーアニメフェスタ 2020年 3月 21日(土)・22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 
 
展開内容  ◇メインエリア︓出展ブース（展示・物販）／AJ ステージ／主催施策 など展開予定 

◇ビジネスエリア︓出展ブース／商談コーナー 
◇ファミリーアニメフェスタ︓出展ブース（展示・物販・イベントなど）／ファミリーステージ／プレイコーナー 
／キッズワークショップ など 

 
想定来場者数 150,000人（前回 146,616人） 
 
入場券     2020年 1月下旬予定 
   事前販売 中学生以上︓1,900円(税込)／小学生以下︓無料 

   当日券  中学生以上︓2,300円(税込)／小学生以下︓無料 

   ※ビジネスエリアへの入場には「ビジネス来場登録」が必要です。 

   ※ファミリーアニメフェスタは入場無料です。ご入場は、小学生以下及びその保護者に限ります。 

 
公式サイト       https://www.anime-japan.jp/ 
Twitter        @animejapan_aj 
事務局         AnimeJapan運営事務局 [株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ] 
 
 
 
 
  

 
 

＜AnimeJapan 2020 に関する報道関係者からのお問合せ先＞ 
AnimeJapan運営事務局 

TEL︓03-5786-8894 E-mail︓jimukyoku_smc@anime-japan.jp 
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