


ごあいさつ
Greeting from AnimeJapan 2018 

本日はAnimeJapan 2018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、
今年で記念すべき第5回目を迎え、出展社数、出展小間数は過去最大となります。
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さま、
ここに集った最新の魅力あるコンテンツとステージイベントで時間を忘れ、
一日中思う存分楽しんで下さい。
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の場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　理事長
阪下　實

Thank you for coming to AnimeJapan 2018 today.

Starting with the message "Here is Everything about Anime", AnimeJapan marks 
its 5th anniversary and holds the largest number of exhibitors and booths in 
history. We sincerely thank all of you for the support we have received until this 
moment.

To all fans of anime in the world, it would be our greatest pleasure if, in this entire 
day, you could forget everything else and have fun with stage shows and all the 
content assembled today. For business attendees, we hope that you can make 
use of this chance to gather meaningful information. 

Both now and in the future, we will dedicate ourselves to create the best 
AnimeJapan with our attendees, exhibitors, and ultimately to show the greatness 
of Japan's anime to the world. 

Once again, we thank you for your kind and continuous support of AnimeJapan.

Minoru Sakashita
Chairman, AnimeJapan Organization
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■催事名称　AnimeJapan 2018
■会場　東京ビッグサイト
（〒135-0063 東京都江東区有明3-10-1）
東展示棟　東1-8ホール［パブリックデイ］
会議棟　1Fレセプションホール 他［ビジネスデイ］　
■パブリックデイ
2018年3月24日（土）・25日（日） 10:00～17:00　
※最終入場16:30
■ビジネスデイ
2018年3月22日（木）・23日（金）10:00～17:00　
※最終入場16:30
■主催　一般社団法人アニメジャパン
■特別協賛　Sony × Fate/Grand Order
■協賛
ゴジラ・ストア × TOHO animation STORE
LIVE DAM STADIUM／株式会社 SANKYO
dアニメストア／フィールズ株式会社
■後援　
経済産業省／一般社団法人 日本動画協会
コミック出版社の会
■展開内容 
●パブリックデイ
出展ブース（展示・物販）／AJオープンステージ／主催施策
など展開予定

●ビジネスデイ
出展ブース／商談　※会議棟1Fレセプションホール他

■公式サイト　http://www.anime-japan.jp
■公式Twitter
@animejapan_aj（ハッシュタグ：#animejapan）
■事務局
AnimeJapan 運営事務局
［株式会社 ソニー・ミュージックコミュニケーションズ］

AnimeJapan 2018 開催概要

■催事名称　ファミリーアニメフェスタ2018
■会場　東京ビッグサイト
（〒135-0063 東京都江東区有明3-10-1）
東展示棟 東7ホール
■会期
2018年3月24日（土）・25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　Sony × Fate/Grand Order
■協賛
ゴジラ・ストア × TOHO animation STORE
LIVE DAM STADIUM／株式会社 SANKYO
dアニメストア／フィールズ株式会社
■後援
経済産業省／一般社団法人 日本動画協会
コミック出版社の会
■展開内容
出展ブース（展示・物販・イベントなど）
プレイコーナー／キッズワークショップコーナー
ファミリーステージ／キャラクターグリーティング
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]

ファミリーアニメフェスタ2018 開催概要

■Event Name　AnimeJapan 2018
■Venue　Tokyo Big Sight
(3-10-1 Ariake, Koto-ku, Tokyo, 135-0063)
East Hall 1-8, East Exhibition Hall [Public Days]
Reception Hall, Conference Tower 1F and others
[Business Days]
■Public Days Dates
10:00-17:00 Mar 24 [Sat] ‒ 25 [Sun] 2018
※Last Admission 16:30
■Business Days Dates
10:00-17:00 Mar 22 [Thu] ‒ 23 [Fri] 2018
※Last Admission 16:30
■Organizer　AnimeJapan Organization
■Special Sponsors　Sony × Fate/Grand Order
■Sponsors
GODZILLA STORE × TOHO animation STORE
LIVE DAM STADIUM / SANKYO CO., LTD.
d AnimeStore / FIELDS CORPORATION
■Supporters
Ministry of Economy,Trade and Industry
The Association of Japanese Animations
The Association of MANGA Publishers
■Program 
●Public Days
Exhibition Booths (Displays/Sales) / AJ Open Stage
Organizer’s Project and more

●Business Days
Exhibition Booths / Business Meetings 
※at Reception Hall, Conference Tower 1F and Others

■Official Website　http://www.anime-japan.jp/en/
■Official Twitter
@animejapan_aj　(hashtag : #animejapan)
■Administrator
AnimeJapan Administration Office
[Sony Music Communications Inc.]

AnimeJapan 2018 Event Outline

■Event Name　Family Anime Festa 2018
■Venue　Tokyo Big Sight
[3-10-1 Ariake, Koto-ku, Tokyo, 135-0063]
A section of East Hall 7, East Exhibition Hall
■Dates
10:00-17:00 March 24 [Sat] - 25 [Sun] 2018
※Last Admission 16:30
■Organizer　AnimeJapan Organization
■Special Sponsors　Sony × Fate/Grand Order
■Sponsors
GODZILLA STORE × TOHO animation STORE
LIVE DAM STADIUM / SANKYO CO., LTD.
d AnimeStore / FIELDS CORPORATION
■Supporters
Ministry of Economy,Trade and Industry
The Association of Japanese Animations
The Association of MANGA Publishers
■Programs
Exhibition booths [Displays / Sales / Events]
Play Corner / Kids Workshop Corner
Family Stage / Character Greeting / Family Food Park
■Official Website　http://www.family-animefesta.jp/en/
■Administrator
AnimeJapana Administration Office
[Sony Music Communications Inc.]

Family Anime Festa 2018 Event Outline

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

※Sony × Fate/Grand Order is a Sony Corporation and Fate/Grand Order 
joint sponsorship.
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❶AJオープンステージ AJ Open Stage 
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。5周年記念として5つのステージ全プロ
グラムが自由観覧可能となりました。
※自由観覧エリアのスペースには限りがあります。
Watch the latest anime news, talk-shows, concerts 
and more. All 5 stages open for viewing for the 5th 
anniversary. ※Free viewing space is limited.

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3ホールと、東8ホールで実施
します。屋外コスプレエリアはもちろん、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 at East Halls 3 & 8. Outdoor 
cosplay area, Offi  cial Backgrounds, Cosplay Parade and 
many more ways to enjoy cosplay!

❸トレーディングエリア Trading Area
トレーディングエリアがAnimeJapanに初めて登場します。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。
※金銭の授受や販売行為は禁止となります。
Trading Area opens at AnimeJapan for the first time. 
Attendees can freely exchange their items. ※Sales and 
money exchange is prohibited.  

❹オフィシャルグッズ Offi  cial Goods
5周年を記念して描き下ろされたオリジナルビジュアルを使った缶
バッチ「AJ ガチャ」や「アクリルキーホルダー」などAnimeJapan
でしか手に入らない様々なグッズを販売します。
AnimeJapan limited goods on sale! AJ Gacha, acrylic 
keychains, and more items with the 5th anniversary 
original designs.

❾AJ×ABPF アニメビジネス大学
［プレゼンテーションステージ］ 
AJ×ABPF Anime Business University

日本国内を中心としたアニメ活用ビジネスの基礎講座を、3月24
日（土）メインエリア プレゼンテーションステージで開催します。
Introductory courses for domestic anime business held on 
March 24 [Sat] in Main Area Presentation Stage.

10Production Works Gallery
Production Works Gallery

今回のテーマは「3DCGの現在とアニメの未来」。『機動戦士ガンダ
ム THE ORIGIN』『GODZILLA 怪獣惑星』を題材に、CGアニメの
現在を紹介し、その制作フローや手法による違いを紹介します。
"Present 3DCG and the future of anime". Using "Mobile 
Suit Gundam The Origin" and "Godzilla: Planet of the 
Monsters" the exhibition showcases present CG anime, 
production and technical diff erences between the titles.

11〈アニメのお仕事〉 Anime Jobs
劇場版『名探偵コナン ゼロの執行人』を題材に、宣伝の手法や素材
を紹介します。また、アニメタイトルのパッケージデザインをデザ
イナーやメーカー担当者のコメント付きで展示します。
"Detective Conan ZERO the Enforcer" serves as an 
example of the advertisement process of an anime movie. 
Package design exhibition also available.

12Fate/Grand Order 光
ラ ム セ ウ ム ・ テ ン テ ィ リ ス

輝の大複合神殿の玉座
The Throne Room of Ramesseum Tentyris

Fate/Grand Orderより、オジマンディアスの「光輝の大複合神殿
の玉座」が写真撮影コーナーとして場内に登場します。
Fate/Grand Order's Ozymandias' Throne Room of 
Ramesseum Tentyris is reproduced at the venue as a 
photo spot.

❺フードパーク Food Park
来場者の皆様の心とお腹を満たす楽しくて美味しいコラボフード
を販売します。今回はキッチンカーも出店し、たくさんの方のニー
ズに合わせてますます充実したフードパークになりました。
Special collab food menu available for the hungry visitors! 
Even more variety this year with additional food trucks. 

❻AnimeJapan放送局ブース
supported by ニコニコ生放送 
AnimeJapan Broadcast Booth supported by NicoNico Livestream

5周年を記念した特別企画。ゲストを呼んだトークや様々な
AnimeJapan情報を会場内のブースから発信します。ニコニコ生
放送を使った生配信も実施します。
5th Anniversary special project. Broadcasting information 
about the event, talk shows and other programs live 
online. 

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

広い会場内で携帯電話やスマホの電池が無くなってきたらこちら
へ。様々な携帯電話の充電サービスが無料で受けられます。
Free charging spot for mobile phones and smartphones.

❽クリエイションセミナー［プレゼンテーションステージ］
Creation Seminar

Production Works Galleryや〈アニメのお仕事〉で取り上げたテ
ーマを中心にセミナー形式で詳しく解説します。
Seminars exploring the topics featured in Production 
Works Gallery and "Anime Jobs" exhibitions in further 
details.

13AnimeJapan 2018 ビジネスエリア
AnimeJapan 2018 Business Area

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22日(木）23日（金）の平日2日間の開催です。
Area for business meetings & info gathering. Held on 3/22 
[Th] & 23 [Fri].

14ファミリーアニメフェスタ2018 
Family Anime Festa 2018

アニメが大好きな子ども達が楽しめる企画がいっぱい。小学生以
下のお子様とその保護者の方限定のファミリーを対象にした同時
開催イベントです。
A family event, held together with AnimeJapan. Only 
for elementary school or younger children and their 
guardians.

フロアマップ Floor Map

❶

❶

❶

❺

❷ ❷

❹❸

❼
10 11

12

❾❽

13

14

❻

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。　
◆クリアファイル配布場所
・東4ホール ガレリア1Fインフォメーシ
ョン付近

・東7・8ホール リンクスペース
Special clear-folders given on the first-
serve basis! Please open your completed-
screen.
◆Gift Location:
- East Hall 4: Information desk at Galleria,
1F
- East Hall 7 & 8:  
Linkspace

※配布数には数に限りが
あります。アンケート
にお答えいただいた全
ての方に配布されると
は限りません。

※デザインは変更になる
場合があります。　

※アンケートはスマートフォンサイトでのみ実施とな
ります。

※The gifts are limited. Not all participants can 
receive the item.

※Designs are subject to change.
※Questionnaire is available on the smartphone 
website only.

来場者アンケート Attendee Survey  

AJ Night 2018 
AnimeJapan 2018サタデーナイトフェスとして3月24日（土）に開催
するアニソンクラブ系イベント。 東京・豊洲PITを舞台に、アーティス
トの音楽ライブとDJのアニソンプレイが交差する、新感覚のフェスを
お楽しみください。
【出演者 -LIVE-】亜咲花、石原夏織、D-selections、どうぶつビスケッ
ツ×PPP、22/7（ナナブンノニジュウニ） 、Mia REGINA
【出演者 -DJ-】DJ HACK［オープニングアクト］、遠藤ゆりか＆DJ
和、DJ WILDPARTY with Luce Twinkle Wink☆、TECHNOBOYS 
PULCRAFT GREEN-FUND、motsu×DJ KAYA
【公演日】2018年3月24日（土）　【会場】豊洲PIT
【時間】開場16:30／開演17:30
【前売料金】6,480円（税込）＋1ドリンク別
Anisong club event held on 3/24 [Sat] as AJ2018 Saturday 
night fest. Please enjoy the anisong by artists and DJs at 
Toyosu PIT. 
[Date] March 24 [Sat] 2018　[Venue] Toyosu PIT
[Time] 16:30 Open / 17:30 Start

Ⓒ2018 AnimeJapan

・声優の名前を送ると出演する
AJオープンステージのプロ
グラムがわかる！

・アニメ作品のタイトルを送る
と取り扱っている出展ブースがわかる！

※出展社からの登録情報に限ります。

今すぐ知りたいAnimeJapanの
情報はAJ公式

から！
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The Main Area: Floor Map 〈East hall 1-3〉メインエリア フロアマップ〈東1-3〉

出展ブース INDEX Exibitor List

TOHO animation
ゴジラ・ストア&TOHO animation STORE
KADOKAWA
avex pictures
NETFLIX
KLabGames
BS11
coly
Gift
KING BLADE
宮城・仙台アニメーショングランプリ
1月と7月
東北新社
GooGooDept.
インフィニット
フリュー株式会社
バンドリ ! ガールズバンドパーティ !
ブシロード
（株）ポニーキャニオン
アニメイト
フロンティアワークス
終幕彼女（エンドロール）
森川さんのはっぴーぼーらっきー
アニメシアターＸ（AT-X）
アニメツーリズム協会
グラフィニカ
きゃらON!女子部
きゃらON!
ヤオヨロズ
THEキャラ
乙女剣武蔵
花梨エンターテイメント／
花梨シャノアールオメガ
舞台めぐり
A3MARKET

TOHO animation
GODZILLA STORE & TOHO animation STORE
KADOKAWA CORPORATION
avex pictures
NETFLIX K.K.
KLabGames
BS11
coly
Gift
KING BLADE
MIYAGI ☆ SENDAI ANIMATION GRAND PRIX
ichigatsu to shichigatsu
TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION
GooGooDept.
infi nite
FURYU Corporation
BanG Dream! Girls Band Party!
Bushiroad
PONY CANYON INC.
animate
Frontier Works Inc.
endrole
morikawasan no happy bo lucky
Anime Theater X (AT-X)
Anime Tourism Association
Graphinica
charaON!_joshibu
charaON!
Yaoyorozu
thechara
otomekenmusashi
KarinEntertainment/
KarinChatnoirOMEGA 
Butaimeguri
A3MARKET

グッドスマイルカンパニー
おそ松さんVR　無料体験コーナー
J-アニソン神曲祭り / DJ和
株式会社ルミカ
ニトロプラス
エクスアーツジャパン
アクアマリン
閲文集団
ヒサゴ
善禧文化
文化放送A&G
小学館
SUCCESS
ブロッコリー
うたの☆プリンスさまっ♪
有限会社アニメワールドスター
アニマックスブロードキャスト・ジャパン
マーベラス
A応P
dアニメストア
一二三書房
プラルトアニメストア
白組
谷川商事
アスミック・エース
bilibili
コミックス・ウェーブ・フィルム
SQUARE ENIX
メディコス・エンタテインメント
イケメンシリーズ
カーテン魂
テレビ東京
一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構
Sony 高音質体験ブース
カカ エンターテイメント

GOOD SMILE COMPANY
VR PARK TOKYO
J-Anisong Kamikyoku Matsuri / DJ Kazu
LUMICA CORPORATION
Nitroplus
Xartsjapan
Aquamarine
CHINA LITERATURE
HISAGO
Shan Xi Culture
Nippon Cultural Broadcasting Inc. A&G
shogakukan
SUCCESS
BROCCOLI
Uta no Prince-sama
Anime World Star co.,Ltd.
Animax Broadcast Japan Inc
MARVELOUS
AOP
d AnimeStore
HIFUMI SHOBO
PRART Anime Store
SHIROGUMI
TANIKAWA CO .,LTD
Asmik Ace
bilibili
CoMix Wave Films Inc.
SQUARE ENIX
MEDICOSE ENTERTAINMENT
Ikemen Series
curtain damashii
TV TOKYO
Content Overseas Ditribution Association
Sony High-Quality Sound Booth
kaca entertainment
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The Main Area: Floor Map 〈East hall 4-6〉メインエリア フロアマップ〈東4-6〉

出展ブース INDEX Exibitor List

ワーナー ブラザース　ジャパン
TOKYO MX
コスパ
FLEET
DEZAEGG.COM
SUNNY SIDE UP
京まふ（京都国際マンガ・アニメフェア）
白糸酒造
インターネットラジオステーション<音泉>＆音mart
マンガプロダクションズ
専門学校　東京ネットウエイブ
東放学園映画専門学校
日本工学院・東京工科大学
トムス・エンタテインメント
JOC公式ライセンス商品／JPC公式ライセンス
商品「キャラクターデザインシリーズ」
株式会社コアデ
日更計画
バップ
ufotable
シャフト
シーズナルプランツ
PikattoAnime/ピカットアニメ
彩ing
株式会社ぴえろ
ラジオ大阪 Vステショップ
シーサイド・コミュニケーションズ
東京都産業労働局
一般社団法人日本動画協会
あにめたまご2018
CHARA-ART
沼津市×ラブライブ !サンシャイン!! 
ヌマヅノタカラプロジェクト
ノイタミナショップ
東京アニメセンター出張所
中外鉱業
ココラボ（COCOLLABO）
文京学院大学
PREMICO（プレミコ）

Warner Bros. Japan LLC
TOKYO MX
COSPA
FLEET
DEZAEGG.COM
SUNNY SIDE UP
KYOMAF（KYOTO INTERNATIONAL MANGA ANIME FAIR）
SHIRAITO Co. Ltd.
internet radio station onsen & otomart
Manga Productions
Tokyo Net Wave College
TOHO GAKUEN Film Techniques Training College
NIHON KOGAKUIN COLLEGE/
TOKYO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TMS ENTERTAINMENT CO.,LTD.
JOC Offi  cial Licensed Products/JPC offi  cial 
Licensed Products "Character design series"
coade
RIGENG PROJECT
VAP INC.
ufotable
SHAFT
Seasonal-Plants
PikattoAnime
saing
Pierrot Co.,Ltd.
Radio-osaka V-Station Shop
Sea Side Communications
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT, 
Bureau of Industrial and Labor Aff airs
The Association of Japanese Animations
AnimeTamago2018
CHARA-ART
numazu no takara project
noitaminashop
Tokyo Anime Center Station
CHUGAI MINING
COCOLLABO
Bunkyo Gakuin University
PREMICO

エムズファクトリー
株式会社ローソン
インターナショナル・メディア学院　声優アフレコ体験
株式会社壽屋
TOYPLA
城西国際大学メディア学部
松竹
アニメギルド（BSフジ）
火星文化
Pie in the sky
タツノコプロ
トムスショップ
ytv
GENCO
ANIPLEX OFFICIAL SHOP
SACRA MUSIC
HARUKAZE
（株）アミューズ
日本テレビ
ツインエンジン
ADK グローバルコンテンツ グループ
タカラトミー
ご注文はうさぎですか?? ～Dear My Sister～
キャラモード
LOST SONG
LAST PERIOD ANIMATION PROJECT
SANKYO   SATELIGHT
株式会社ボンズ
サイエンスSARU
小学館集英社プロダクション
東映アニメーション
東映ビデオ
アニプレックス
Fate/Grand Order
レベルファイブ
NBCユニバーサル・エンターテイメント
バンダイナムコグループ
株式会社博報堂DY ミュージック&ピクチャーズ
バンプレスト

MS factory
Lawson, Inc.
International Academy of Media  
Voice Actor Trial Postrecording 
KOTOBUKIYA CO., LTD.
TOYPLA
jiu media faculty
SHOCHIKU
Anime Guild BSFUJI
Mars Culture
Pie in the sky
Tatsunoko Production
TMS SHOP
Yomiuri Telecasting Corporation
GENCO
ANIPLEX OFFICIAL SHOP
SACRA MUSIC
HARUKAZE
AMUSE
Nippon Television Network Corporation
Twinengine
ADK Global Content Group
takaratomy
Is the order a rabbit?? ～Dear My Sister～
CHARAMODE
LOST SONG
LAST PERIOD ANIMATION PROJECT
SANKYO CO.,LTD.   Satelight Inc.
BONES INC.
Science SARU
Shogakukan-Shueisha Productions
TOEI ANIMATION
TOEI VIDEO COMPANY, LTD.
ANIPLEX
Fate/Grand Order
LEVEL-5 Inc.
NBCUniversal Entertaiment
BANDAI NAMCO Group
Hakuhodo DY music & pictures Inc.
BANPRESTO
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ANIPLEX MUSEUMにようこそ！ KLabGamesの最新情報をライブステージでお届けします！
お見逃しなく！今年のアニプレックスブースのテーマは

「ANIPLEX MUSEUM」！ TVアニメ、劇場アニ
メ、ゲーム、舞台、グッズ、音楽等アニプレック
スのさまざまなコンテンツを、見て聞いて体感
してお楽しみください！
The theme of Aniplex’s booth this year is "The 
Aniplex Museum"! Please, come and enjoy a 
wide array of content including TV anime, 
anime movies, games, stage performances, 
goods, music, and much more!

「KLabGames」ブースでは、『幽
☆遊☆白書 100%本気（マジ）
バトル』『Project PARALLEL』
『禍つヴァールハイト』等の最新
情報や見どころ満載のステージ
をお届けします♪
KLabGamesグッズをご用意
して皆様のお越しを心よりお待
ちしております！

The KLabGames booth will bring all the latest 
information on our upcoming titles YU☆YU☆
HAKUSHO 100% Maji Battle, Project PARALLEL, 

Magatsu Wahrheit and more, along with special 
live stage events! Be sure to stop by the booth 
and check out the KLabGames merch!

ⒸM,M/K/EMA ⒸNS,K/TSDSRP,M ⒸFI/WC
ⒸDITFC ⒸATLUS ⒸSEGA/P5AP ⒸKS/K/G ⒸY.T.90-94/P,S ⒸKG/AGS Ⓒ2018 KG/KAD ⒸKG

EXHIBITION

アニプレックス
ANIPLEX

東５

J
70

KLabGames
KLabGames

東３

A
06

放送直前！ TVアニメ『重神機パンドーラ』が登場！

Ⓒ2017 Shoji Kawamori, Satelight / Xiamen Skyloong Media

EXHIBITION

アスミック・エース
Asmik Ace

東２

A
59

『マクロス』『アクエリオン』シリーズの河森正治が手がける最新オ
リジナルTVアニメーション『重神機パンドーラ』の世界をいち早く
体感できるチャンス！ 最新情報やレアな展示を展開、さらに当日
初解禁情報も!? ご来場お待ちしております！
Come to the booth and check out the latest updates on the 
brand new mecha anime project, "LAST HOPE" by  Shoji 
Kawamori ("Macross", "Aquarion")! There will be a new 
announcement!? Don’t miss it!

シリーズ最新作『イケメンライブ◆恋の歌をキミに』の
最新情報をお届け！ オリジナルグッズ販売も♪

「イケメンシリーズ」ブースで
は、累計1,700万人が恋をした
シリーズ最新作『イケメンライ
ブ◆恋の歌をキミに』の限定ノ
ベルティの無料配布や、最新情
報の公開、等身大の彼らの展示
を実施します♪ さらに、同ブ
ースにて『イケメン革命◆アリ
スと恋の魔法』の新作絵柄を含
むオリジナルグッズ販売を行い
ます！ どうぞお楽しみに♪

At Ikemen Series booth, free give away of the 
limited novelty from the latest series "Ikemen Live◆
Koi no Uta o Kimi ni", release of the latest news, 
displays of life size characters will be carried out♪ 

Also, "Ikemen Kakumei◆Alice to Koi no Mahou" has 
its original goods including new visuals on sale! 
Please look forward to them♪

ⒸCYBIRD

STAGESELLINGEXHIBITION

STAGESELLING EVENTEXHIBITION

イケメンシリーズ
Ikemen Series

東３

A
65
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AnimeJapan初出展！ 2018年バップ作品をお届けします！

2018年の新作アニメ作品を中心に、ブース展示・物
販等を行います！ ぜひお越しください！
〈主な作品〉『ポンコツクエスト』『あはれ！名作くん』
『3D彼女　リアルガール』『ハッピーシュガーライフ』
『ピアノの森』『SNSポリス』『お酒は夫婦になってか
ら』『URAHARA』

Featuring 2018 new series, booth display and sales 
are carried out! Please come and check out the 
following works: "PONKOTSU QUEST", "Aware! 
Meisaku-kun", "Real Girl", "Happy Sugar Life", 
"Forest of Piano", "SNS POLICE", "Love Is Like a 
Cocktail", "URAHARA".

ⒸVAP

STAGESELLING EVENTEXHIBITION

バップ
VAP INC.

東５

J
18

アニメ映画『GODZILLA 決戦機動増殖都市』の公開も間
近！ 世界に誇るキャラクター、ゴジラの公式ショップ「ゴ
ジラ・ストアTokyo」がAnimeJapan会場で出張販売。限
定新商品も多数販売します。さらに、海外からのお客様に
は会場限定特典をご用意！
Movie "Godzilla: Kessen Kidō Zōshoku Toshi" is coming 
soon! Offi  cial store of Japan’s proud character Godzilla, 
"Godzilla Store Tokyo" opens a branch in AnimeJapan. 
Many new/l imited edit ions on sale. Dear foreign 
customers! We have limited goods for you!

『僕のヒーローアカデミア』『刀剣乱舞-花丸-』『ハイキュー!!』
『血界戦線』等人気アニメの新商品の他、5周年を迎えた
TOHO animationを彩った数々の作品の記念グッズを販売
します。さらに、海外からのお客様には会場限定特典をご
用意！
New items from popular anime including "My Hero 
Academia", "Touken Ranbu: Hanamaru" "Haikyu!", "Kekkai 
Sensen", and memorial goods of the past series by TOHO 
animation for its 5th anniversary are on sale. Foreign 
visitors will get a special goods!

東宝公式ゴジラグッズショップが登場。
アニゴジはじめ限定グッズを販売！

人気アニメの限定商品を販売！
会場限定グッズも見逃せない！

ⒸTOHO CO., LTD. All rights reserved.

SELLING

EVENTEXHIBITION

ゴジラ・ストア&TOHO animation STORE
GODZILLA STORE & TOHO animation STORE

東２

A
02

閲文グループはクオリティの高いアニメ作品を有しております。
中国のアニメの「今」をご覧下さい。

閲文グループは1000万作品ほどのコン
テンツ、約500万人のクリエーターを有
しております。また、中国を中心とし、
数億人のユーザーにコンテンツを提供し
ています。日本とのアニメ制作の連携を
はじめ、中国アニメのクオリティは上が
ってきております。ぜひ、日本の皆様に
も、閲文グループのコンテンツを楽しん
でいただきたいと思っております。

With nearly ten million IP works and over fi ve million 
creators, China Literature can reach a user 
population of hundreds of millions. And in the 

process of producing and promoting anime, China 
Literature has always sought people that share our 
passion and vision.

Ⓒ2018 CHINA LITERATURE All Rights Reserved

閲文集団
CHINA LITERATURE

東３

A
42

本当に見たいものを、見たいだけ。つぎつぎと、心揺さぶる作品を。
Netfl ixブースの情報をTwitterアカウント（@Netfl ixJP）でチェック！

あなたの見たいアニメがき
っとここで見つかります。
気になってたあの作品も、
この作品も。Netfl ixでしか
見られないオリジナルアニ
メ作品に加えて、世界中で
話題のドラマや映画を好き
な時に、好きな場所から、好
きなだけ楽しむことができ
ます。出展ブースでは、ここ
でしか手に入らない当社特
製のオリジナルグッズやス
テッカー等さまざまなアイ
テムをご用意しています！

EXHIBITION

NETFLIX
NETFLIX K.K.

東３

A
05

From series you’ve always wanted to watch to the latest titles, discover 
your favorite anime titles right here on Netflix. Besides Netflix Original 
animation, internationally acclaimed dramas and movies are also off ered 
right on the same platform, available to you anytime, anywhere. Come to 
our booth to fi nd exclusive original goods including swag and stickers!
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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
リアル情報は「プラルトアニメストア」を検索！ 発
売予定グッズは『斉木楠雄のψ難』『七つの大罪 戒め
の 復 活 』『Fate/Apocrypha』『Fate/stay night 
[Heven's Feel]』『いつだって僕らの恋は10センチ
だった。』『恋は雨上がりのように』他。胸がキュンと
なるグッズに会えるかも!?
A new goods is prepared! HP check the latest 
information. I search for "PRART ANIME STORE" 
for more information! I make a lot of popular 
goodses of contents plenty and am waiting for 
everybody’s coming. It may be mixed in the goods 
you want.

SELLING

プラルトアニメストア
PRART Anime Store

東２

A
56

レベルファイブがアニメジャパン初出展！
『イナズマイレブン アレスの天秤』など話題作目白押し！

あのレベルファイブがついに
AnimeJapanに初出展！ 
レベルファイブが手がける新作
アニメの最新情報をイチ早くご
紹介！ 
出展予定作品は『イナズマイレ
ブン アレスの天秤』『レイトン 
ミステリー探偵社 ～カトリー
のナゾトキファイル～』『妖怪
ウォッチ シャドウサイド』等、
春スタートのアニメ話題作が目
白押し！

LEVEL-5 is announcing new and latest information 
on upcoming titles at AnimeJapan!
Spring launch titles, "INAZUMA ELEVEN Ares 

(TBD)", "Layton Detective Agency: Katrielle’s Case 
File (TBD)", "YO-KAI WATCH Shadowside", are 
among the line up to be exhibited.

ⒸLEVEL-5／FCイナズマイレブン・テレビ東京 ⒸLEVEL-5/レイトンミステリー探偵社 ⒸLEVEL-5/妖怪ウォッチプロジェクト・テレビ東京

レベルファイブ
LEVEL-5 Inc.

東５

J
72

出演キャスト登壇による
マーベラス最新作品の
ステージイベントを行います！
アニメ『東京喰種トーキョーグール：re』『ＨＵＧっ
と！プリキュア』、ゲーム『千銃士』、2.5次元舞台作品
のタイトル等、出演者が登壇するマーベラス最新作品
のステージイベントを行います！ 
ステージの時間割はコチラ⇒https://www.marv.jp/
special/anime-japan/
Marvelous holds its latest series’ stage shows with 
cast  members,  including "Tokyo Ghoul :re" , 
"HUGTTO!PRECURE",  game "The Thousand 
Masketeers", and titles of 2.5-dimensional theater 
series! Check out the link for timetable: https://www.
marv.jp/special/anime-japan/

STAGEEXHIBITION

マーベラス
MARVELOUS

東１

A
52

『Fate/Grand Order』の
世界を体感！
『Fate/Grand Order』の世界を体感できるシアタ
ーコンテンツやサーヴァントの宝具の実物大展示、
今年配信予定の第2部紹介展示を行います。また、
FGO PROJECT関連やアニメ制作資料の展示、「マ
ンガで分かる！ FGO 着ぐるみ」＆コスプレステー
ジも開催！ そしてオリジナルグッズの販売を行い
ます。
Experience the world of Fate/Grand Order with an 
immersive theater, life-size character weapons 
display area, and a brand new exhibit introducing 
part 2 of Fate/Grand Order scheduled to be 
released later this year. There will also be a 
curated gallery featuring other FGO PROJECT 
related works and anime production materials on 
display along with "Learning with Manga! FGO 
kigurumi" and cosplay stage! Plus, come check out 
the original merchandise being sold at the booth!

ⒸTYPE-MOON / FGO PROJECT

SELLINGEXHIBITION

Fate/Grand Order
Fate/Grand Order

東５

J
71

STAGESELLING EVENTEXHIBITION

Ⓒ石田スイ／集英社・東京喰種:re製作委員会
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人気タイトルの新作、先行、描き下ろしの商品をたくさん
揃えて皆様をお待ちしております。ぜひお立ち寄りくださ
い。また、今年も大セールコーナーを予定しています。お
宝・掘り出し物が必ずあるのでお見逃しなく！ 早い者勝
ちですよ!!
We have rich content with popular new titles, advance 
sales, and original drawings. A massive sales corner to 
open as fi rst-come basis. Please stop by! Don’t miss this 
opportunity for treasure hunting!!

フジテレビ新枠+UltraのオリジナルTVアニメーション
『リヴィジョンズ』の情報や、本放送から4年目を迎える『え
とたま』からはBD-BOX収録の特典映像原画、またキャラ
設定やグッズ等を展示。『えとたま』の世界観を体感できる
VRも視聴できます！ ぜひお立ち寄りください。
Shirogumi reveals first visuals from "revisions" its new 
TV anime upcoming on Fuji TV Network +Ultra pretty 
soon. As a gift for "ETOTAMA" fans, VR, newly created 
visuals for the Blu-ray package, and some merchandise 
will be on exhibition. Have fun!

NBCユニバーサルです。2018年の新作勢揃い！ 4月よ
り放送の『ゴールデンカムイ』や放送中『覇穹 封神演義』等
新作アニメ大展開！ ぜひお越しください！
We are NBCUniversal, and for 2018 we have a stellar 
lineup of new projects! We’ll be showing off "Golden 
Kamuy", scheduled to air in April, the currently airing 
"HAKYU HOSIN ENGI", and more of the latest anime! 
Please come visit our booth!

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

白組制作の新規オリジナル
TVアニメ情報やコンテンツを展示！

NBCユニバーサルのすべてがここに！

Ⓒ 2015 Universal Studios. All Rights Reserved.

SELLING

SELLINGEXHIBITION

EVENTSTAGEEXHIBITION

GooGooDept.
GooGooDept.

東２

A
14

白組
SHIROGUMI

東２

A
57

NBCユニバーサル・
エンターテイメント

NBCUniversal Entertaiment

東６

J
73

『りゅうおうのおしごと！』他多数グッズ販売予定！
キャラクターグッズメーカーのアク
アマリンです。『りゅうおうのおしご
と！』『進撃の巨人』他、多数グッズ
を販売予定!!
We are a character goods creator, 
Aquamarine. "The Ryuo’s Work is 
Never Done!", "Attack on Titan", and 
other goods on sale!

アクアマリン

Aquamarine

東３

A
41

描き下ろしイラストを使用した限定商品を販売！
ANIPLEXブースで展示している作
品の描き下ろしイラストを使用した
グッズや限定劇場前売券等を販売予
定です。ぜひお越しください！
Limited i tems with brand new 
illustrations and exclusive movie 
tickets will be available at our 
booth. Don’t miss it!

SELLING

ANIPLEX OFFICIAL SHOP
ANIPLEX OFFICIAL SHOP

東４

J
52

アニメ専門チャンネル「アニマックス」

アニマックスで放送するオリジナル番組をご紹介。番組関連のイ
ベントやアイテムを揃えて皆様をお待ちしておりますので、お立
ち寄りください。
Animax introduces you to our original programs. We will be 
waiting for your visit with our events and goods on sale.

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

東３

A
51

Ⓒ緑川ゆき・白泉社／「夏目友人帳」製作委員会

『夏目友人帳』グッズ、「ごろはむ」全シリーズほか多数
『夏目友人帳』グッズ、「ごろはむ」全
シリーズ、「松本零士」関連商品、人
気作品の抱き枕カバー、アニメのセ
ル画・原画他多数。
Rich content of "Natsume Yujin-cho", 
"Gorohamu" series, "Leiji Matsumoto" 
works, body-pillow covers, anime’s 
cel and drawings, and more.

SELLING

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

東３

A
50

SELLINGEXHIBITION

ⒸHashigo Sakurabi / libre 2018 Ⓒlibre 2018

ビーボーイ×アニメイト スペシャルコラボ
『抱かれたい男1位に脅されていま
す。』や『ビーボーイオメガバース』
の展示等、見どころ満載！ ビーボー
イ作品の限定グッズ販売も☆
Displays of "Dakaretai Otoko No.1 
ni Odosareteimasu."and "b-boy 
Omegaverse", full of must-sees! 
b-boy limited goods on sale☆

アニメイト

animate

東１

A
20

BSフジ『アニメギルド』がさらにパワーアップ！
BSフジの深夜アニメ枠『アニメギル
ド』が今年で2年目！ 出展ブースで
は4月放送作品を中心に最新情報も
発表します！♪ お楽しみに！
Late night anime slot "Anime Guild" 
on BS FUJI marks the 2nd year! We 
wil l  announce the latest news 
featuring the April series♪ ! Stay 
tuned!

EXHIBITION

アニメギルド（ＢＳフジ）
Anime Guild BSFUJI

東６

J
45

ⒸSS・SBCr/ROP

開局20周年！ ワンランク上のアニメ専門チャンネル
おかげさまで開局20周年を迎えた
「アニメシアターＸ（AT-X）」では、4
月から放送される新作アニメや
AT-Xの最新情報をご紹介！
"Anime Theater X" marks the 20th 
anniversary! Our booth will introduce 
you the new anime series for April 
and the latest news on AT-X!

SELLINGEXHIBITION

アニメシアターＸ（AT-X）
Anime Theater X (AT-X)

東２

A
24

Ⓒ文化庁　あにめたまご2018

「あにめたまご2018」展
文化庁若手アニメーター等人材育成
事業「あにめたまご2018」。事業の
説明や絵コンテ、原画等の貴重な資
料を展示でご紹介します。
Introduction to "Anime Tamago 
2018", the project to educate young 
animators. Many rare materials will 
be displayed.

EXHIBITION

あにめたまご2018
AnimeTamago2018

東５

J
29

2018年春・アニメの舞台と日本を旅しよう
今回のテーマは「2018年春・アニメ
の舞台と日本を旅しよう」。春のレ
ジャーシーズンに向けてアニメ聖地
の楽しみ方をご紹介します。
Our theme is "Let’s Travel Through 
the Scenery of Anime and Japan". 
Toward spring leisure season, we 
will propose how to enjoy "Anime 
Pilgrimage".

SELLINGEXHIBITION

アニメツーリズム協会
Anime Tourism Association

東２

A
25

SELLINGEXHIBITION

EVENTSTAGEEXHIBITION

ア
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avex picturesのアニメが勢ぞろい！

ステージ、グッズ販売等、avex picturesのアニメ作品がたっぷ
り楽しめるブースです！
Stage, sales, and more. At avex pictures booths, you will enjoy 
anime to the fullest!

STAGESELLING EVENTEXHIBITION

avex pictures
avex pictures

東３

A
04

SELLINGEXHIBITIONEVENTSELLINGEXHIBITION

ⒸMagica Quartet／Aniplex・Madoka Movie Project RebellionⒸInternet Radio Station＜音泉＞

神田明神コラボをはじめとした地域コラボ商品の発売人気アニメ・声優ラジオのグッズを販売中！
「エクスアーツジャパン」ブースにお
きましては、“地域コラボ商品”を中心
とした地域限定商品を販売します。
At Xartsjapan booth, we off er local-
l im i ted  products ,  spec i f ica l ly 
featuring "local collaboration goods".

『ガールズ&パンツァー』『結城友奈
は勇者である』『宝石の国』『血界戦線
&BEYOND』『佐倉としたい大西』等
を取り扱っています！
Goods from "Girls und Panzer", "Yuki 
Yuna is  a Hero",  "Land of  the 
Lustrous", "Kekkai Sensen", "Sakura 
to shitai Onishi", and more on sale! 

エクスアーツジャパン

Xartsjapan

東３

A
40

インターネットラジオステーション
<音泉>＆音mart

internet radio station onsen & otomart

東５

J
09

Ⓒ IAM電子出版／チームあめこん

君も声優になれる!?
学院長・堀川りょうと宮村優子氏の
タッグが実現！ 声優養成所「インタ
ーナショナル・メディア学院」のア
フレコ体験ブース。
Presen t ed  by  p r i n c i pa l  Ryo 
Horikawa and Yuko Miyamura as a 
team! "International Academy of 
Med ia "  o f fers  pos t - record ing 
workshop. 

EVENTSELLING

インターナショナル・メディア学院
声優アフレコ体験

International Academy of Media Voice Actor Trial Postrecording 

東６

J
40

新作アニメ情報＆限定グッズを販売！
インフィニットプロデュースの新作
アニメ情報をご紹介！ さらに、新作
グッズの販売も予定しております。
ぜひお立ち寄りください！
Upcoming series produced by 
infi nite will be displayed! New goods 
will be on sale. Please stop by!

SELLINGEXHIBITION

インフィニット

infi nite

東２

A
15

Ⓒ早乙女学園

『うた☆プリ』人気グッズが盛りだくさん♪

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

SELLINGEXHIBITION

うたの☆プリンスさまっ♪
Uta no Prince-sama

東３

A
49

SELLING

「あにまるぷらねっと」様新作グッズなど
「あにまるぷらねっと」様の作品『星
屑 ヘ リ オ グ ラ フ 』『starlit blue 
topia』の新作グッズ他をご用意して
おります！
We are offering new goods from 
"Hoshikuzu Heliograph" and "starlit 
blue topia", presented by "Animal 
Planet"!

1月と7月
ichigatsu to shichigatsu

東２

A
12

ⒸADK ⒸADK/DLE

ADKとグループ会社の共同ブースです
50周年の『妖怪人間ベム』シリーズ
（ADK）、『宇宙戦艦ティラミス』『か
くりよの宿飯』（GONZO）等、新作・
話題作をご紹介！
50th anniversary of "Bug-Eyed 
Mons ter  BEM (ADK)" ,  "Space 
Battleship Tiramisu", "KAKURIYO 
-Bed & Breakfast for Spirits-", other 
new series to be presented!

EXHIBITION

ADK グローバルコンテンツ グループ
ADK Global Content Group

東５

J
58

ⒸAT-X

A応Pがアニメ愛たっぷりのステージをお届けします
アニメ大好きなガールズユニット
「A応P」が、ブース内特設ステージ
にて話題のアニメについてトークし
たり、迫力満点のステージを展開！
Anime-loving girl band "AOP" will 
carry out thrilling shows on special 
stage inside the booth, featuring 
popular anime!

STAGESELLING EVENTEXHIBITION

EVENTSELLINGEXHIBITION

A応P
AOP

東２

A
53

イケメン美少女が勢ぞろい
イケメンと美少女を取り揃えてお待
ちしております！
An array of beautiful men and 
women are waiting for your visit!

SELLING

A3MARKET
A3MARKET

東２

A
34

最新商品から特価商品まで多数取り揃えております！
タペストリー、抱き枕カバー、カー
テン等の布ものを中心に多彩な商品
をご用意してお待ちしております。
A variety of tapestry, dakimakura 
cover, curtains, and other cloth 
products for sale. We are waiting 
for your visit.

SELLINGEXHIBITION

SELLINGEXHIBITION

エムズファクトリー

MS factory

東６

J
38

EXHIBITION

ⒸAXEL GAME Entertainment

終幕彼女がAnimeJapanに初出展！
スマートフォンゲーム『終幕彼女（エ
ンドロール）』ブースではゲームOP
アニメーションの公開や試遊コーナ
ー、ノベルティの配布を予定。
Smartphone game "endrole" booth 
plans to feature the game’s OP 
exhibition, game testing corner, and 
novelty distribution. 

終幕彼女（エンドロール）
endrole

東２

A
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あの6つ子たちがVRで帰ってくる！
おそ松さんVRの無料体験！ その他
描き下ろし限定グッズも販売いたし
ます！ ぜひ体験してください！
Free trial on Osomatsu-san’s VR 
machine! Original limited goods on 
sale! Please come and try!

おそ松さんＶＲ　無料体験コーナー
VR PARK TOKYO

東３

A
36

Ⓒ赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

Ⓒkarinto

天下無双は女子高生!? イケメン剣士を叩き斬れ！
乙女のための新ブランド“Karinto”
が贈る、アプリゲーム『乙女剣武蔵』
の展示や企画、配布物、キャストイ
ベント等を予定！
Exhibition and planning, distribution, 
cast event etc. of the girl’s app game 
"Otome Ken Musashi" presented by 
the new brand.

乙女剣武蔵
otomekenmusashi

東２

A
31

ⒸAMUSE

アミューズキャラクター大集合
人気の「アミュキャラ」ぬいぐるみを
ブース販売いたします。昨年に引き
続き、好評の特大ぬいぐるみの限定
価格販売を今回も行います。
We w i l l  s e l l  popu la r  "Amuse 
Character" stuff ed animals at booth.

SELLING

（株）アミューズ
AMUSE

東５

J
55
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SELLINGEXHIBITION

新作・人気作のキャラクターグッズが大集合！
【新作商品鋭意製作中!!】
今年も人気の作品から定番の作品ま
で、たくさんのキャラクターグッズ
をご用意してお待ちしております！
Smaller, practical goods with popular 
characters and new characters are 
looking forward to meeting you at 
our booth!!

キャラモード

CHARAMODE

東６

J
61

アニメグッズならおまかせ！ きゃらON！

『アズールレーン』『ゆるキャン△』『ポプテピピック』等の人気タイ
トルのグッズ販売、また先行商品の販売を予定しております！ お
待ちしてます！
"Azurlane", "Yurucamp", "POP TEAM EPIC", all these popular title-
related goods are on sale. Pre-sale items are also available! 
Please stop by!

SELLING

きゃらON！
charaON！

東２

A
28

ⒸCaravan, Inc

人気アニメの新作グッズ先行発売など盛りだくさん♪
人気アニメの新作アイテム等を会場
限定価格で先行発売販売します！
New pre-release merchandise from 
all the most popular anime and more 
is on sale at our booth at special 
convention prices!

SELLING

ココラボ（COCOLLABO）
COCOLLABO

東６

J
35

Ⓒ天津光合造米文化伝媒有限公司

MOX2の最新情報！
黙黙ちゃんとイチゴちゃんは別の宇
宙から来ましたが、誤って地球に迷
い込んでしまった。そのまま生活を
始め、地球の全てに好奇心を持つ。
MoMo and Little Strawberry strayed 
into the earth and are living here, 
they are curious about everything 
here.

EXHIBITION

火星文化
Mars Culture

東６

J
46

KADOKAWAアニメの最新がここに！

「KADOKAWA」ブースでは注目の新作アニメのステージや物販
を行い、皆様のご来場をお待ちしております。
At the KADOKAWA booth, we will welcome you with talk stage of 
our new arrival Anime and offi  cial goods stores.

STAGESELLINGEXHIBITION

ＫＡＤＯＫＡＷＡ
KADOKAWA CORPORATION

東２

A
03

EVENTSELLINGEXHIBITION

ⒸKarin entertainment/ⒸKarin Chatnoir Omega

花梨のグッズやCDを特典つきでお得にゲット!!
『ミステリアTC』『オメルタ』のグッ
ズやCDを販売！ （CV）佐藤拓也×
（CV）酒井広大のBLCDや、（CV）阿
部敦のBLシチュCDも♪
Goods and CDs of "Lady Mysteria" 
and "Omerta" to be off ered! BL-CDs 
starring Takuya Sato, Kodai Sakai, 
and Atsushi Abe as well!

花梨エンターテイメント／
花梨シャノアールオメガ

KarinEntertainment/KarinChatnoirOMEGA 

東２

A
32

ぬいぐるみ、ぬいぐるみ衣装などの販売を行います！
『うたの☆プリンスさまっ♪』 や 
『Fate』のぬいぐるみの他、ぬいぐる
み用衣装等を先行販売させていただ
く予定です！
Sale of plush toys of "Uta no Prince 
Sama" and "Fate", as well as other 
plush toy outfi t pre-sale planned to 
be available. 

SELLINGEXHIBITION

Gift
Gift

東２

A
09

キャラクターを愛する大人の為のアートギャラリー

キャラファイン（高品位美術印刷）で繰り広げられる、キャラクタ
ー×アートの世界をぜひご覧くださいませ！
Please enjoy the world of character x arts, created by the 
quality artistic printing, Chara Fine!

SELLING

CHARA-ART
CHARA-ART

東５

J
30

Ⓒazumaker

女性向けアニメグッズなら、きゃらON！女子部
『コードリアライズ』『サーヴァンプ』
『七つの大罪 戒めの復活』等、人気タ
イトルのアニメグッズをたくさん用
意してお待ちしております。
"Code:Realize", "SERVAMP", "The 
Seven Deadly Sins", and many other 
popular anime-related goods are on 
sale. 

SELLING

きゃらON！女子部
charaON!_joshibu

東２

A
27

9/15・16（土・日）京都に人気作品が集結
西日本最大級のマンガ・アニメイベ
ント「京まふ」ブースでは京都企業が
作った商品を販売しています。ぜひ
お立ち寄りください！
KYOMAF, Western Japan’s largest 
manga/anime event, will held in 
September 15 and 16. You can buy 
various products made in Kyoto.

京まふ
（京都国際マンガ・アニメフェア）

KYOMAF（KYOTO INTERNATIONAL MANGA ANIME FAIR）

東５

J
07

EXHIBITION SELLING

ⒸRUIFAN

BEST OF PENLIGHT キンブレ
キンブレの愛称でおなじみ、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 "King 
Blade" penlight.

SELLINGEXHIBITION

KING BLADE
KING BLADE

東２

A
10

「ねんどろいど」でおなじみのグッスマです！

「ねんどろいど」「fi gma」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。
Presenting the latest Nendoroid, fi gma and other fi gures! Goods 
and fi gures also available for sale.

EVENTSELLINGEXHIBITION

グッドスマイルカンパニー

GOOD SMILE COMPANY

東２

A
35

グラフィニカ初の物販決定！

グラフィニカ作品のPV上映や『十二大戦』のグッズを発売予定！ 
新規描き下ろしイラストを使用した商品を予定しています。
pv screening of graphinica works and "juni taisen:zodiac war" 
anime items are coming at AJ2018! 

SELLINGEXHIBITION

グラフィニカ

Graphinica

東２

A
26

Ⓒcoade

大切なグッズの保護・保管はコアデにおまかせ☆
大人気のイベント限定「箔押し缶バ
ッジカバー」の新作や、収納ホルダ
ーシリーズの限定セットをイベント
限定価格にて多数お届けします。
We sell limited items such as new 
"foil stamping cover for button 
badges" and sets of "storage holder" 
series.

SELLING

株式会社コアデ
coade

東４

J
16

最先端の３Dアニメーション製作をご覧ください。

高度な3Dエンジンを搭載した独自開発のpipeline-HR2Dシステ
ムにより、高品質で高効率のアニメーション制作が実現。
Kaca is a content aggregation platform that accelerate the pace 
of IP value amplifi cation by technologies.

EXHIBITION

カカ エンターテイメント
kaca entertainment

東３

A
70

Ⓒ2018 Key-th Co,.Ltd. All Rights Reserved.

世界中のお部屋に痛インテリアを！
アニメキャラクターのカーテン、の
れん、シーツ、タペストリー、スマホ
ケース等を展示・販売！ 先行販売や
描き下ろし商品も多数ご用意！
Sale and display of character 
curtains, sheets, tapestries, and 
phone cases. Pre-sale and original 
illustration goods as well!

SELLINGEXHIBITION

カーテン魂
curtain damashii

東３

A
66
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SELLINGEXHIBITION

新作アニメ『詩季織々』の最新情報を発表！
日中合作アニメ『詩季織 （々しきおり
おり）』の最新情報を発表。また全国
巡回中の「新海誠展」のミニ展示を行
います。グッズ販売も実施！
Introducing the Japan-China joint 
animation, "Flavors of Youth".
A mini gallery from the "Exhibition of 
Shinkai Makoto" is showing now. 
Goods are on sale too!

コミックス・ウェーブ・フィルム
CoMix Wave Films Inc.

東３

A
61

Happyくじ、箱クエスト
Happyくじ、箱クエスト等を手がけ
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。
Sunny Side Up is a creator of Happy 
Lot and Hako Quest. We present 
displays and sales of new goods, as 
well as the other latest news.

SELLINGEXHIBITION

SUNNY SIDE UP
SUNNY SIDE UP

東５

J
06

ⒸSUCCESS/IQIYI/VOICE OF FOX

2018年放送『狐狸の声』最新情報をお届けします！

2018年放送『狐狸の声』をいち早くご紹介！ 作品をより深く知っ
ていただくためのキャストイベント、企画展示を予定しています。 
詳細は随時公開していきますので、今後の情報をお楽しみに♪
Introduction of "voice of fox" broadcast in 2018! The details will be 
released from time to time, so enjoy the information in the future♪

SUCCESS
SUCCESS

東３

A
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EVENTEXHIBITION

Ⓒcoly

美麗イラスト×本格シナリオ×3マッチパズル！
スマホアプリゲーム『スタンドマイヒ
ーローズ』のオリジナルグッズを販
売！ 彼らと一緒にAJを楽しもう！
Original goods from smartphone app 
game "Stand My Heroes" on sale! 
Let’s enjoy AJ with them together!

SELLINGEXHIBITION

coly
coly

東２

A
08

EXHIBITION

ⒸKOTOBUKIYA / FAGirl Project

ホビーメーカー「コトブキヤ」が今年も出展します！
2017年にアニメ放映し好評を博し
た『フレームアームズ・ガール』の放
映1周年記念展示の他、新作フィギ
ュアの展示も行います☆
Come visit our booth to check out 
the Frame Arms Girl anime one year 
anniversary exhibit as well as new 
product displays☆

株式会社壽屋
KOTOBUKIYA CO., LTD.

東６

J
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ⒸCODA

知的財産権の促進と保護

知的財産権保護の重要性を認識いただくために、ポスター掲示と
映像上映で訴求します。
In order to increase awareness in intellectual property protection, 
we will pursue our goal with posters and visual materials.

EXHIBITION

一般社団法人
コンテンツ海外流通促進機構

Content Overseas Ditribution Association

東３

A
68

サイエンスSARUのアニメーションを紹介します！
これまで制作した作品の展示やグッ
ズ販売を予定しています。ぜひお越
しください！
Our booth is planning for a display 
and sales of items for our works. We 
are looking forward to your visit!

SELLINGEXHIBITION

サイエンスSARU
Science SARU

東６

J
66

人気アニメの新商品続々登場！
今年もAnimeJapanに出展決定！ 
人気アニメ作品の新商品を販売いた
します。ぜひ「彩ing」ブースまでお
立ち寄りください！
Saing is back to AnimeJapan again! 
New goods from popular anime will 
be available. We look forward to 
having you at the Saing booth!

SELLING

彩ing
saing

東５

J
23

SACRA MUSIC アーティスト紹介

SACRA MUSICに所属するアーティストの最新情報を、展示と映
像で紹介します。
We are sharing the latest information about SACRA MUSIC and 
its signing artists with both live exhibitions and videos.

EXHIBITION

SACRA MUSIC
SACRA MUSIC

東５

J
53

アニメやゲームの限定・先行商品販売！
話題のアニメやゲームのキャラクタ
ーグッズを限定・先行にて販売いた
します！ 詳しくはザッキャラサイ
トにて公開予定！
Popular anime/game character 
goods off ered for limited/pre-sales! 
Check out The Chara website for 
more details!

SELLING

THEキャラ
thechara

東２

A
30

SANKYO、サテライトの合同ブースです！

展示、上映、商品販売、トークショーにVR体験まで！ 盛りだくさ
んな内容でお届けします！
Visit our booth to enjoy the exhibition and screening of our latest 
works, selling of original goods and special talk shows!

STAGESELLINGEXHIBITION

SANKYO　SATELIGHT
SANKYO CO.,LTD.   Satelight Inc.

東６

J
64

SELLING

ⒸSea Side Communications, INC.

シーサイド制作番組のグッズやDJCDを販売！
「シーサイド・コミュニケーション
ズ」ブースでは弊社制作ラジオ番組
のグッズやDJCD等を販売します。
ぜひお越しくださいませ！
We have goods from our radio 
program, DJCDs, etc. on sale at the 
Sea Side Communications booth. 
Please stop by!

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

東５

J
26

撥水仕様のグッズで雨の日も楽しくお出かけ可能♪

ITAGASA（痛傘）をはじめ、撥水仕様のアニメグッズを盛りだく
さんご用意してお待ちしております。
We will wait for your visit with a number of anime-related water 
repellent items, including ITAGASA.

SELLING

シーズナルプランツ

Seasonal-Plants

東５

J
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Ⓒ大川ぶくぶ／竹書房 ⒸKizuna AI

2018年“春”話題のアニメ関連グッズが揃います
『ポプテピピック』やKizuna AI等、
話題のアニメ・キャラクター新作グ
ッズ販売！ 毎日が楽しくなるアイ
テムが多数ラインナップ！
"POP TEAM EPIC" "Re:ZERO" and 
other anime merchandises will be on 
sale! It booth has apparel and goods 
of the character.

SELLING

コスパ

COSPA

東５

J
03

ⒸKoi・芳文社／ご注文は製作委員会ですか？？

『ごちうさ』の情報や新商品はここでcheck！
「ご注文はうさぎですか？？ ～Dear 
My Sister～」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☆
At "Is the Order a Rabbit?? ～ Dear 
My Sisters～" booth, the latest news 
and new goods will be offered! 
Looking forward to seeing you!

SELLINGEXHIBITION

ご注文はうさぎですか？？
～Dear My Sister～

Is the order a rabbit?? ～Dear My Sister～

東６

J
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Ⓒ田中芳樹/松竹・Production I.G

Ⓒ2018 SQUARE ENIX Co.,LTD.All Rights Reserved.

『銀河英雄伝説』をはじめとした最新作を紹介！

スクウェア・エニックスの最新情報＆グッズ物販!!

『銀河英雄伝説 Die Neue These』『あまんちゅ！～あどばんす
～』『曇天に笑う』等の展示、グッズ販売を実施いたします！
Sales and display of "Legend of the Galactic Heroes: Die Neue 
These", "Amanchu! adovance", and "Laughing Under the Clouds" 
are carried out!

『鋼の錬金術師』『黒執事』『月刊少女
野崎くん』のグッズや、人気作品のサ
イン本を多種販売！ さらに『結婚指
輪物語』の“新感覚マンガVR”エリア
も登場！
Anime goods and sign-books on 
sale! "Manga VR" area is also here!

SELLINGEXHIBITION

松竹
SHOCHIKU

東６

J
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SQUARE ENIX
SQUARE ENIX

東３

A
62

Tokyo Net Wave College

アニメの専門学校！ 東京ネットウエイブ!!
東京ネットウエイブは東京デザイナ
ー学院と、今年新しい名前の学校と
して生まれ変わります。今年はその
第1弾として学生が制作したCMを
上映いたします。
Tokyo Net Wave, together with 
Tokyo Designer Gakuin, will reborn 
into a new school. Our students will 
release the trailer as a kick-off .

EXHIBITION

専門学校　東京ネットウエイブ
Tokyo Net Wave College

東６

J
11

シャフト作品のオリジナルグッズ販売、制作素材展示

アニメ制作会社シャフトのブースです。弊社作品グッズの販売、
制作素材の展示を行います。
Shaft anime production company official booth, selling official 
merchandise and exhibiting production materials.

SELLINGEXHIBITION

SELLINGEXHIBITION

シャフト

SHAFT

東５

J
20

『され竜』『名探偵コナン』などの最新情報を公開！
4月よりTVアニメ放送開始の『され
ど罪人は竜と踊る』、劇場版『名探偵
コナン』等の最新情報をお届けいた
します！ 限定グッズも販売！
April TV anime "Saredo Tsumibito 
wa Ryū to Odoru", movie "Detective 
Conan", and other latest news will 
be announced! Limited goods on 
sale!

SELLINGEXHIBITION

小学館
shogakukan

東３

A
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EXHIBITION

最新のテレビ&劇場アニメ情報が盛りだくさん！

『ポケットモンスター』『名探偵コナン』『メジャーセカンド』等、大
人気作品の最新情報をご紹介！ ぜひブースにお立ち寄りくださ
い！
"Pokémon", "Detective Conan", "MAJOR 2nd", and other popular 
works’ latest news will be introduced! Please stop by!

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

東６

J
67

EXHIBITION

新しいことへの挑戦ができる場所！
3D映像『Dad』のVR体験とアニメー
ション『跳躍のベン』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！
VR experience of 3D visual "Dad", 
release of anime "Choyaku no Ben", 
hand out of novelty items to be 
carried out. Looking forward to see 
you!

城西国際大学メディア学部
jiu media faculty

東６

J
43

ⒸSHIRAITO

人気アニメグッズのあるお酒屋さんです
日本酒、ワインはもちろんのこと、
お菓子やグッズまで、新旧人気アニ
メの商品を数多く取り揃えているお
酒屋さんです。
A liquor store selling an array of 
Japanese alcohol, wine, as well as 
sweets and goods featuring old and 
new popular anime.

SELLING

白糸酒造
SHIRAITO Co. Ltd.

東５

J
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Share Joy 楽しくエンジョイ、善禧
湖南善禧文化株式会社は主にオリジ
ナルIP、映画ドラマIP、文化観光地
と企業ブランド開発等多分野にわた
って業務をする。
HUNAN SHANXI CULYURE CO., 
LTD: their business is aimed at 
original IP, catoon IP, brand image 
creation of the enterprise and so on.

SELLINGEXHIBITION

善禧文化
Shan Xi Culture

東３

A
44

EXHIBITION

いい音楽をいい音で聴こう！
“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!!
Hear songs like you’ve never heard 
them before! Experience all the 
subtle nuances of each piece, only 
with a Walkman® and headphones!

Sony 高音質体験ブース
Sony High-Quality Sound Booth

東３

A
69

STAGESELLINGEXHIBITION

Ⓒ TOMY

新作ゾイド！ カードキャプターさくらのグッズ販売！
2018年夏放送予定『ゾイドワイル
ド』のアニメを体感できるブースや、
『カードキャプターさくら』のスペシ
ャルショップを展開します。
A booth to experience the upcoming 
anime "ZOIDS WILD" and "Cardcaptor 
Sakura" special shop are open.

タカラトミー

takaratomy

東５

J
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Ⓒタツノコプロ

世界のこどもたちに夢を────

タツノコプロは今後もさまざまな取り組みにチャレンジしていき
ます。ブースではオリジナルグッズを販売中。ぜひ、お立ち寄り
ください。
"Dreams for Children of the World."  We continue to engage in 
new challenges. Our booth will have sales of original goods!

SELLINGEXHIBITION

タツノコプロ

Tatsunoko Production

東６

J
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Ⓒ伍箇伝計画／刀使ノ巫女製作委員会

GENCOプロデュース作品の紹介・物販を実施！
オリジナルアニメ『刀使ノ巫女』等の
作品紹介・物販の他、ステージでは
新番発表を行います。最新情報は弊
社サイト・Twitterにて！
Original anime "Katana Maidens -Toji 
No Miko-" intro, goods sale, and new 
series announcement. Newest info 
on our offi  cial site and Twitter! 

GENCO
GENCO

東４

J
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ⒸJOC/Tokyo 2020　
Characters ⒸTezuka ⒸT・P・T ⒸU/F・S・A・A ⒸO/S・F・T ⒸK S/S・T・P ⒸLYW ⒸB/S・F・T ⒸA・T

人気キャラクターたちが日本代表選手団を応援！
人気キャラクター達とJOCおよび
JPCのエンブレムとがコラボレーシ
ョンした公式ライセンス商品を販売
いたします。
An unusual collaboration with JOC 
and JPC emblems and famous 
anime characters are available to 
buy at this booth.

SELLINGEXHIBITION

JOC公式ライセンス商品／JPC公式ライセンス商品
「キャラクターデザインシリーズ」

JOC Offi  cial Licensed Products／JPC offi  cial Licensed Products "Character design series"

東４

J
15

たくさんのアニソンを楽しみたいならここへ!!

DJ和によるアニソンMIX CD 『J-アニソン神曲祭り』のCD販売か
ら、DJプレイも実施！ CD購入者への抽選会もあります！
Sales of DJ Kazu’s anisong CDs, and his live DJ performance 
will be carried out! CD buyers will get a chance for lottery!

SELLINGEXHIBITION

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

東３

A
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STAGESELLING EVENTEXHIBITION

タ
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アニメファンとクリエイターが集う新たな「聖地」を目指して！
展示アーカイブや大人気フォトスポ
ット、限定グッズ販売やクリエイタ
ー育成講座体験等、東京アニメセン
ターの魅力を詰め込んだ出張所！
We’ve jam-packed the Tokyo Anime 
Center into this booth: exhibit 
archives, photo spots, exclusive 
goods ,  and  lec tures  fo r  new 
creators!

SELLINGEXHIBITION

東京アニメセンター出張所
Tokyo Anime Center Station

東５

J
33

STAGESELLING EVENTEXHIBITION

ⒸTOHO CO., LTD. All Rights Reserved

5周年記念展示やステージも
TOHO animationはおかげさまで5
周年！ 今までを振り返る展示やス
テージ、物販等盛りだくさんでお待
ちしています。
Celebrating for TOHO animation’s 
5th Anniversary, we have some 
kinds of exhibitions,stage events,and 
merchandise. We look forward to 
seeing you!

TOHO animation
TOHO animation

東２

A
01

あなたの欲しいがここにある！
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Twitter（@dezaegg）をチェッ
ク！
We have rich lineups of popular 
anime goods! Event-limited items 
too♪ Check our Twitter (@dezaegg) 
for the latest details!

SELLING

DEZAEGG.COM
DEZAEGG.COM

東５

J
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東映ビデオリリースの作品情報をお届けします！

関智一主演映画『力俥』、小野大輔・下野紘が贈るバラエティ番組
『小野下野のどこでもクエスト』他をご紹介します！
Presenting "RIKISHA" by Tomokazu Seki, "ONO&SHIMONO’S 
DOKODEMO QUEST" by Daisuke Ono and Hiro Shimono!

SELLINGEXHIBITION

東映ビデオ
TOEI VIDEO COMPANY, LTD.

東６

J
69

ⒸTV TOKYO Corporation

テレビ東京の番組が大集合！
テレビ東京で放送中・放送開始予定
のアニメが勢揃い！ テレビ東京の
人気番組のグッズも販売します！ 
今年もアニメ動画配信サービス「あ
にてれ」が参戦！ VRゲームで素敵
なプレゼントをご用意!! Twitter（@
anitv_PR）
A great selection of TV TOKYO titles 
available!

EVENTSELLINGEXHIBITION

テレビ東京
TV TOKYO

東３

A
67

ⒸTOYPLA

キャラクターグッズを多数販売！
TOYPLAブースではアニメーショ
ン関連グッズを多数販売予定です。
ぜひお立ち寄りください。
TOYPLA booth is off ering a number 
of anime-related goods. We look 
forward to seeing you.

SELLING

TOYPLA
TOYPLA

東６

J
42

EXHIBITION

TVアニメ『ゲゲゲの鬼太郎』等の情報満載のブース
4月にTV放映開始予定の『ゲゲゲの
鬼太郎』や12月に公開が決定した『ド
ラゴンボール 新作劇場版』等の展示
が楽しめるブースです。
You can check updates on various 
programs such as "new Dragon Ball    
theatrical movie" and new series of 
"Ge-ge-ge no Kitaro".

東映アニメーション
TOEI ANIMATION

東６

J
68

ⒸTM/KK

アニメノミカタ！ アニメ見るならTOKYO MX！
4月から始まる新作アニメや人気番
組のステージイベントを開催予定！
Stage shows for the upcoming April 
anime and popular series to be held!

EXHIBITION

TOKYO MX
TOKYO MX

東５

J
02

貴重なアニメ制作物を展示します！
制作工程の解説パネルや、セル画、
企画書、絵コンテ、フィルムケース
等の貴重なアニメ制作物を展示しま
す。
Rare animation materials, such as 
introductory panels for production 
process,cel images, project books, 
s to ry  boards , f i lm  cases ,  a re 
displayed.

EXHIBITION

東京都産業労働局
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT, Bureau of Industrial and Labor Aff airs

東５

J
27

アニメ制作の全てを学ぶ「アニメーション映像科」！
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
ン映像科の紹介、学生作品等の展示
を行います。
Anime production courses from 
beginning to the end! Toho Gakuen 
introduces animation school and 
displays student works.

EXHIBITION

東放学園映画専門学校
TOHO GAKUEN Film Techniques Training College

東６

J
12

Ⓒ雨宮慶太／東北新社

『牙狼＜GARO＞』の新作情報の発表と展示
『牙狼＜GARO＞』の最新情報をお届
けします。グッズ販売も予定！ 
※内容は変更になる場合がございます。

We will present the latest news on 
<GARO>. Goods sales planned as 
well! *Content subject to change.

EVENTSELLINGEXHIBITION

東北新社
TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION

東２

A
13

トムスの“今”をカラフルにお届け！
トムスのアニメ最新情報をお届け。
ステージイベントも開催予定！ ぜ
ひブースにお越しいただき、トムス
の“今”を感じてください。
Bringing you the newest information 
on TMS Entertainment anime, and 
stage events! Stop by and see the 
latest and greatest from TMS!

STAGEEXHIBITION

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

東６

J
14

AJ初出展！ 作品情報を皆様にお届けいたします！
ブース内にて、新作アニメに関する 
ステージイベントを開催いたしま
す！ ぜひ、ツインエンジンブースへ
お越しください！
At Twinengine booth, stage events 
for our upcoming anime will be held! 
Be sure to stop by the booth!

ツインエンジン

Twinengine

東５

J
57

EVENTEXHIBITION

ⒸDOCOMO ANIME STORE inc.

楽しみ方イロイロ！ ｄアニメストア

サイト内の特集等ｄアニメストアの楽しみ方をご紹介します。モ
ニターでも毎時何かが起こるかも!? ぜひお越しください！
We will explain you how to enjoy d Anime Store on a featured 
webpage. Maybe something happens on monitor at times?! 

dアニメストア
d AnimeStore

東２

A
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EVENTSELLING

人気作品のグッズを多数販売！

『アズールレーン』『ニル・アドミラリの天秤』『ボーイフレンド（仮）
プロジェクト』他、人気作品のイベント限定商品や新商品を多数
販売！ 皆様のお越しをお待ちしております。
"Azurlane", "LIBRA OF NIL ADMIRALI", "BOY FRIEND (BETA) PROJECT", 
and other anime’s limited products and new items are on sale! 

中外鉱業
CHUGAI MINING

東５

J
34

スタンプ・印鑑・ネームスタンプを物販します
『進撃の巨人』『名探偵コナン』
『NARUTO』『BORUTO』『BLEACH』
『Re:ゼロから始める異世界生活』他。
弊社の会場限定商品は完全受注生産
になります。
"Attack on Titan", "Detective Conan", 
"NARUTO", "BLEACH", "Re: Zero", 
and more. Our event-limited products 
are make-to-order basis.

SELLING

谷川商事
TANIKAWA CO .,LTD

東２

A
58

STAGEEXHIBITION
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ⒸNTV

今年もブースステージに多数ゲストをお迎え！
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！ 
観覧無料、ぜひお越しください！
Don’t miss the stage with gorgeous 
cast from our new anime lineup! 
Check out  NIPPON TV booth. 
Admission free.

STAGE

日本テレビ
Nippon Television Network Corporation

東５

J
56

バンプレストの最新情報を会場でチェック！
一番くじ・CRANEKING・一番工房
CG-i・一番カフェ・プリント一番く
じ・一番NET・ロボ基地等の最新ア
イテムを展示中！
Check out our new items of Ichiban 
KUJI, CRANEKING, Ichiban KOBO 
CG-i, Ichiban CAFE, PRINT Ichiban 
KUJI, Ichiban NET, ROBO-KICHI and 
etc.

SELLINGEXHIBITION

バンプレスト

BANPRESTO

東６

J
76

ⒸSMK

『せいぜいがんばれ！魔法少女くるみ』をご紹介！
AbemaTVにて毎週土曜24時から放
送中『せいぜいがんばれ！魔法少女
くるみ』の魅力をお伝えします！ 初
出し商品も発売しておりますので、
ぜひお立ち寄りください。
This  booth wi l l  show you our 
produced short story animation 
series. Please visit our booth!

Pie in the sky
Pie in the sky

東６

J
47

SELLINGEXHIBITION

SELLING

ノイタミナ公式ショップが今年も出展！
『冴えない彼女の育てかた』をはじ
め、人気のノイタミナ作品グッズを
販売します。先行発売や限定商品を
揃えてご来場お待ちしています！
Sa l e  o f  " S a e n a i  K a n o j o  n o 
Sodatekata" goods, and other popular 
noitamina works. We will be waiting 
with pre-sale and limited goods!

ノイタミナショップ

noitaminashop

東５

J
32

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

アニメーション業界の振興と発展
会員社の紹介や、「東京アニメアワー
ドフェスティバル2018」や「アニメ
産業レポート」等の活動を紹介いた
します。
We introduce our members as well 
as major activities such as "TAAF 
2018" and "Anime Industry Report 
2017".

SELLINGEXHIBITION

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

東５

J
28

ⒸNumazu City. All Rights Reserved Ⓒ2017 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!!

ヌマヅノタカラプロジェクト
プロジェクトのご紹介や「みんなの
力でAqoursのオリジナルマンホー
ルを作ろう！ クラウドファンディ
ング」のマンホール見本を展示！
Intro to our projects, and a sample 
of "Crowdfunding: Let’s Create 
Aqours Or ig inal  Manhole with 
Everybody" will be displayed!

EXHIBITION

沼津市×ラブライブ！サンシャイン!!
ヌマヅノタカラプロジェクト
numazu no takara project

東５

J
31

“ショウゲート”は弊社の映画配給ブランドです
「博報堂DYMaP」ブースでは当社が
取り扱うTVアニメ ・映画作品の最
新情報をお伝えいたします。ぜひお
立ち寄りください！
Hakuhodo DY music & pictures Inc. 
presents its latest lineup of TV 
animation series and movies. Please 
come visit our booth!

EVENTSTAGEEXHIBITION

株式会社博報堂DY
ミュージック＆ピクチャーズ

Hakuhodo DY music & pictures Inc.

東６

J
75

ⒸHARUKAZE

今年も『ノラとと』展示します！
「HARUKAZE」ブースでは『ノラと
皇女と野良猫ハート』の最新情報や
新作グッズを展示・販売を行います。
どうぞお楽しみに！
HARUKAZE booth offers sales & 
display of "Nora to Oujo to Noraneko 
Heart" including new items and latest 
news. Please stop by!

STAGESELLINGEXHIBITION

HARUKAZE
HARUKAZE

東５

J
54

王道作品から最新作までご紹介!!
バンダイナムコグループによる共同
ブース。人気コンテンツから最新作
まで、さまざまな作品を展示や映像
で紹介。
A co-hosted booth by BANDAI 
NAMCO Group. Various IP from 
popular series to the latest are on 
display.

SELLINGEXHIBITION

バンダイナムコグループ

BANDAI NAMCO Group

東６

J
74

ⒸBanG Dream! Project ⒸCraft Egg Inc. Ⓒbushiroad All Rights Reserved.

はじめよう、私たちのバンド活動（ライフ）！
スマホ向けゲーム『バンドリ！ ガー
ルズバンドパーティ！』の体験会や
展示を実施予定！
There will be experience corner and 
exhibition featuring the mobile game 
"BanG Dream! Girls Band Party!"

EVENTEXHIBITION

バンドリ！ ガールズバンドパーティ！
BanG Dream! Girls Band Party!

東３

A
17

Ⓒ青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996　　Ⓒ渡辺航（週刊少年チャンピオン）／弱虫ペダル04製作委員会

トムス作品のオリジナルグッズを販売！
『名探偵コナン』『弱虫ペダル 
GLORY LINE』のキャラクターを使
用したオリジナルグッズを販売！
Original goods on sale, using the 
characters from "Detective Conan" 
and "Yowamushi Pedal: Glory Line"!

EXHIBITION

トムスショップ

TMS SHOP

東６

J
49

ⒸNitroplus

ニトロプラス関連作の展示および商品販売！
ゲーム『刀剣乱舞-ONLINE-』 、TV
シリーズ2期制作中『Thunderbolt 
Fantasy Project』を紹介します！
Online web browser game "Touken 
Ranbu -ONLINE-", upcoming TV 
season 2 "Thunderbolt Fantasy 
Project" will be introduced!

SELLINGEXHIBITION

ニトロプラス

Nitroplus

東３

A
39

ⒸYanai/日更計画

4月放送開始、実験品家族の最新情報はこちら！
日更計画から大人気コミック『実験
品家族 -クリーチャーズ・ファミリ
ー・デイズ- 』が、2018年春より地
上波TVアニメ化決定。
From RIGENG PROJECT, popular 
comic "Jikken-hin Kazoku: Creatures 
Family Days" will be coming up on 
TV as Spring 2018 anime.

STAGESELLING EVENTEXHIBITION

日更計画
RIGENG PROJECT

東４

J
17

STAGEEXHIBITION

未来のアニメ人材の成果発表と体験ブース

日本工学院の学生作品の展示・上映や東京工科大学メディア学部
の研究成果発表を行います。TVアニメを使ったアフレコ体験ス
テージも実施。
Displays and presentations of student works/researches to be 
carried out. Post-recording workshop on stage using TV also to 
be arranged.

日本工学院・東京工科大学
NIHON KOGAKUIN COLLEGE/TOKYO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

東６

J
13

ナ ハ
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ⒸFLEET Inc. All Rights Reserved.

Project NOAH - プロジェクト・ノア

B2ポスター無料配布等を予定しています。詳しくは公式サイト
をご覧ください。http://fl eet.game/
B2 posters are planned to be available for free. For more details, 
please check out website. http://fl eet.game/

SELLINGEXHIBITION

FLEET
FLEET

東５

J
04

ⒸFrontier Works

最新作品のプロモーション＆グッズ販売
弊社2018年最新タイトルのプロモ
ーションと、商品販売を予定。詳細
は、弊社サイトでご確認ください。
Frontier Works Inc. is promoting its 
latest titles and selling various 
merchandise.  Please vis i t  our 
website for details.

SELLINGEXHIBITION

SELLINGEXHIBITION

フロンティアワークス

Frontier Works Inc.

東１

A
21

ⒸFURYU Corporation. All Rights Reserved.

フリューの人気タイトルが集結！
『Caligula -カリギュラ-』『恋愛幕末
カレシ』『ぱすてるメモリーズ』を中
心に紹介します。
Furyu’s popular original series will 
appear  on  animat ion.  We are 
specifically featuring "Caligula", 
"Renai Bakumatsu Kareshi", and 
"Pastel Memories".

EVENTSTAGEEXHIBITION

フリュー株式会社
FURYU Corporation

東３

A
16

EVENTEXHIBITION

ⒸProject Vanguard2018
ⒸProject Revue Starlight

ブシロードブースにて新アニメPV上映＆展示！
ヴァンガードキャラバン開催＆新シ
リーズ映像公開！ あそびかた教室
に無料デッキプレゼント！ 今夏ア
ニメが開幕する『スタァライト』の展
示も！
Don’t miss the new animation series 
and demo caravan for Cardfight!! 
Vanguard, as well as exhibition for 
Revue Starlight!

ブシロード

Bushiroad

東３

A
18

SELLING

★圧倒的アニラジブランド★ 文化放送A&G
文化放送 超! A＆Gで好評放送中の
人気番組から、番組オリジナルのグ
ッズ等を販売します。お渡し会等も
予定！ ぜひお越し下さい。
Original goods from popular shows 
on A&G on sale. Give-away is 
planned as well! Please stop by.

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

東３

A
45

SELLING

ⒸBROCCOLI

人気タイトル目白押し！
「ブロッコリー」ブースではTVアニ
メ『銀魂』をはじめとした人気タイト
ルのグッズを販売しております！ 
詳細は公式サイトまで。
Our booth will show you the items of 
t h e  p o p u l a r  a n im e  s u c h  a s 
"GINTAMA" and more! For more 
details, please refer to our website.

ブロッコリー

BROCCOLI

東３

A
48

Ⓒ舞台めぐり

行けるアニメ！ 舞台めぐり

「作品×地域をテーマにした限定グッズ」が買える物販ブースを
AnimeJapanで特別展開！ 普段は現地でしか買えないグッズを
ゲットせよ！
A special AnimeJapan development! "Anime x Regional Goods" 
Sale Booth. Get goods that you can usually only buy local!

SELLINGEXHIBITION

舞台めぐり
Butaimeguri

東２

A
33

新作キャラクターグッズの展示・先行販売実施！

今年も『刀剣乱舞 -online-』や『名探偵コナン』他、人気のアニメ
やコミックの新作アイテムを販売！ オドロキのアイテムの展示・
販売もあるかも？
"Touken Ranbu -online-", "Detective Conan", and other anime/
comic goods on sale! Maybe some surprise displays/sales too?

PREMICO（プレミコ）
PREMICO

東６

J
37

SELLINGEXHIBITION

Ⓒ2018 Bunkyo Gakuin University

TRY ANGLE
ブースデザインから商品企画のプレ
ゼンまで、全て学生がプロデュース
しています。今回のテーマは「TRY 
ANGLE」です。
Everything is produced by the 
students from the booth design to 
project presentation. The theme is 
"TRY ANGLE".

文京学院大学
Bunkyo Gakuin University

東６

J
36

SELLING

HISAGO co., Ltd.

人気のキャラクターグッズを販売します！
限定販売ご期待ください！ 最新情
報は、公式サイトとTwitterでチェ
ック!! Twitter（＠hgcharacter）
P l ea se  l o ok  f o rwa r d  t o  o u r 
convention-limited goods! Check our 
Twitter for the latest information!! 
Twitter (@hgcharacter)

ヒサゴ

HISAGO

東３

A
43

ⒸTYPE-MOON Ⓒ2016 Marvelous Inc. ⒸVisualArt’s/Key

必ず豪華グッズが当たる！ 大好評ガラガラくじ開催！
★『Fate/EXTELLA』 ★『Angel 
Beats!』★『東方project』★てぃん
くる先生　http://pikatto.jp/
You can get gorgeous goods! Join 
our "Rotary Lottery"!! ★ "FATE/
EXTELLA" ★"Angel Beats!" ★"Tohou 
project", ★"Tinkle Sensei"
http://pikatto.jp/

SELLINGEXHIBITION

PikattoAnime/ピカットアニメ
PikattoAnime

東５

J
22

『ペルソナ5』グッズなどを多数販売！

『ペルソナ5』や『真・女神転生』『超次元ゲイム ネプテューヌ』シ
リーズ等のグッズを販売します！
We are off ering goods from "Persona 5", "Shin Megami Tensei", 
"Hyperdimension Neptunia", and more!

SELLINGEXHIBITION

一二三書房
HIFUMI SHOBO

東２

A
55

ⒸBILIBILI CO.,LTD.

ビリビリ最新アニメ情報＆ステージイベントを開催！
ビリビリ2018年最新アニメ情報を
大公開！ さらにアニメの魅力を伝え
るステージイベントも開催！ ぜひ皆
様のお越しをお待ちしております！
Exhibition of Bilibili’s latest animation 
work and holds various stage events 
this year.We are waiting for your 
coming!

STAGESELLING EVENTEXHIBITION

bilibili
bilibili

東２

A
60

ぴえろの最新情報お届けします！

放送中作品から、『東京喰種トーキョーグール：re』『パズドラ』等
2018年新番組まで幅広くご紹介！ 
Check out our ongoing and upcoming shows including "Tokyo 
Ghoul:re" and "Puzzle & Dragons" at Pierrot booth!

EXHIBITION

株式会社ぴえろ
Pierrot Co.,Ltd.

東５

J
24

EVENTSTAGEEXHIBITION

Ⓒ2007-2018 Nippon BS Broadcasting Corporation. All Rights Reserved.

あなたの見たいアニメがここにある、BS11。
好評放送中の『アニゲー☆イレブ
ン！』によるスペシャルなトークシ
ョーを開催予定！ 4月OAの番組映
像も一足早くご紹介します！ 
A special talk show by popular 
program "Anige☆Eleven" will be 
held! Upcoming April show trailers 
to be released as well!

BS11
BS11

東１

A
07

STAGESELLING EVENTEXHIBITION

あなたに最適なコンテンツを処方します！
今年もポニーキャニオン新作アニメ
情報をたっぷりお届けします！ キャ
ストが登壇するブースステージおよ
びグッズの発売等、盛りだくさん！
PONY CANYON will present the 
latest anime news to the fullest! 
Goods sales, stage show with cast 
members, and a lot more! 

（株）ポニーキャニオン
PONY CANYON INC.

東３

A
19

Copyright 2018 PONY CANYON INC, All rights reserved.
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ⒸOSAKA BROADCASTING CORPORATION

ラジオ大阪で放送中のアニメ・声優番組のグッズ販売
ラジオ大阪で放送中のアニメ・声優
番組のグッズ販売。新作グッズ多数。
人気声優お渡し会あり。
Goods of the anime and VA programs 
being broadcasted on Radio-osaka. 
Lots of new anime goods. Popular VA 
handout gathering too.

EVENTSELLING

ラジオ大阪 Vステショップ
Radio-osaka V-Station Shop

東５

J
25

ローソンオリジナルグッズを販売致します！

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！
Original goods are on sale at the Lawson booth inside the 
convention center!

SELLING

株式会社ローソン
Lawson, Inc.

東６

J
39

ⒸYAOYOROZU CO.,LTD. 
ⒸJust Prodction Inc. ⒸS-TAR SEVEN CO.,LTD. ⒸCrocodile.ltd

アニメ・声優の最新情報をお届け！
ヤオヨロズ関連作品の最新情報から
声優養成機関によるアフレコ体験ま
で！ 「アニメ」の未来をお届けしま
す！
From our latest news to post-
recording workshop by voice acting 
school, Yaoyorozu will show you the 
future of "anime"!

STAGESELLING EVENTEXHIBITION

ヤオヨロズ

Yaoyorozu

東２

A
29

ⒸHappy Elements K.K/LAST PERIOD ANIMATION PROJECT

『ラストピリオド』の最新情報はコチラで！
4月放送スタートのTVアニメ『ラス
トピリオド －終わりなき螺旋の物
語－』を一から楽しめる最新情報を
お届けします！
"LAST PERIOD" exclusive booth 
introduces hot new information on 
the upcoming April TV Anime. 

EVENTEXHIBITION

LAST PERIOD
ANIMATION PROJECT

LAST PERIOD ANIMATION PROJECT

東６

J
63

ⒸMAGES.／LOST SONG製作委員会

鈴木このみ、田村ゆかりW主演アニメ4月放送開始！
鈴木このみ、田村ゆかりの歌声が入
ったTVアニメ『LOST SONG』オリ
ジナルCDを4月放送開始に先駆け数
量限定で無料配布予定！
Original CD from TV anime "LOST 
SONG", featuring Konomi Suzuki 
and Yukari Tamura, is available for 
free with limited numbers!

LOST SONG
LOST SONG

東６

J
62

ⒸLUMICA CORPORATION

ペンライトで楽しむステージイベント開催！
ステージイベントではペンライトを
使ってね！ 販売コーナーでは今年も
AJ公式ペンライトが登場するよ！ 
素敵なおまけもGETしよう♪
Please use our light sticks at stage 
shows! AJ-official light sticks are 
now on sale! Come and get some 
nice extras too♪

STAGESELLINGEXHIBITION

株式会社ルミカ
LUMICA CORPORATION

東３

A
38

ⒸTYPE-MOON・ufotable・FSNPC

イベント限定商品を多数ご用意する予定です！
『Fate/stay night [Heaven's 
Feel]』からアニメ制作スタジオなら
ではの展示、グッズをご用意予定で
す。
Featuring "Fate/stay night [Heaven's 
Feel]", displays and sales available 
only from anime production studio 
will be arranged.

SELLINGEXHIBITION

ufotable
ufotable

東５

J
19

Ⓒ2018 Warner Bros. Japan LLC All rights reserved.

ワーナーが贈る2018年新作アニメを大展開!!
4月新番『キャプテン翼』『ひそねと
まそたん』の他、2018年の新作タイ
トルが目白押し！ ぜひブースへお
越しください!!
Our new programs in April are 
"CAPTAIN TSUBASA", "DRAGON 
PILOT -Hisone & Masotan" and 
more.  Don't miss it!! 

EXHIBITION

ワーナー ブラザース　ジャパン
Warner Bros. Japan LLC

東４

J
01

Ⓒ堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会　Ⓒ青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

『僕のヒーローアカデミア』第3期、『名探偵コナン』ほか
４月土曜夕方アニメ『僕のヒーロー
アカデミア』第3期、『名探偵コナン』
の他、深夜アニメや映画作品も紹
介！ 限定グッズもお見逃しなく！
"My Hero Academia", "Detective 
Conan", and Late-night anime are 
here to share! Don’t miss our limited 
edition goods too!

SELLINGEXHIBITION

ｙｔｖ
Yomiuri Telecasting Corporation

東６

J
50

SELLING

メディコスブースは初出展となります！

TVアニメ『ジョジョの奇妙な冒険』『メルヘン・メドヘン』『やは
り俺の青春ラブコメはまちがっている。続』他、グッズを販売！
Goods to be off ered from TV anime "JoJo’s Bizarre Adventure", 
"Märchen Mädchen", "OreGairu", and more!

メディコス・エンタテインメント
MEDICOSE ENTERTAINMENT

東３

A
64

宮城アニメ、出陣！

今年の受賞作品や歴代のグランプリ作品の上映、宮城ゆかりのコ
ンテンツの紹介を行います。
We will introduce you to this year’s award-winning works, the 
past Grand Prix series, and other Miyagi-related content.

EXHIBITION

宮城・仙台アニメーショングランプリ
MIYAGI ☆ SENDAI ANIMATION GRAND PRIX

東２

A
11

ⒸBONES・樋口真嗣・岡田麿里／「ひそねとまそたん」飛実団

アニメーションの制作会社です。
2018年の新作作品の展示とPVの上
映を行います。
Promotional trailers and displays of 
the upcoming 2018 series will be 
presented.

EXHIBITION

株式会社ボンズ
BONES INC.

東６

J
65

ⒸMANGA PRODUCTIONS

中東サウジ発・世界向けのコンテンツ制作会社
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民話
アニメ『キコリと宝物』を紹介。
Manga Productions is a Saudi digital 
animation studio. Through global 
partnerships, its activit ies are 
focused on producing animation and 
video games.

EXHIBITION

マンガプロダクションズ

Manga Productions

東６

J
10

SELLING

Ⓒ森川さんのはっぴーぼーらっきー製作委員会

声優バラエティ番組『森川さんのはっぴーぼーらっきー』
4月から第五幕をテレビ神奈川等に
て放送予定の声優バラエティ番組
『森川さんのはっぴーぼーらっきー』
新たなグッズも登場！
The reality show with the famous 
Voice Actor, "Morikawa-san no happy-
bo-lucky", starting its 5th season on 
TV Kanagawa in April! Don’t miss it!

森川さんのはっぴーぼーらっきー
morikawasan no happy bo lucky

東２

A
23

EXHIBITION EVENT

マ

ヤ・ラ・ワ
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AJオープンステージ
AJ Open Stage  RED/WHITE/GREEN/YELLOW/BLUE

RED/WHITE/GREEN
YELLOW/BLUE

今回は5周年記念として、全5ステージが自由観覧可能に！
最新アニメ作品の発表やトークイベント、 ライブ等、魅力溢れるステージをお届けします。
Celebrating the 5th anniversary, all 5 stages will be open for viewing! Announcement of the latest anime, 
talk-shows, concerts, these appealing shows will be presented.

３月24日（土）

あにレコTVスペシャルステージ ～テレ東アニメを彩る声の王子様たち～
Anireco TV Special Stage ～The Princes Who Make up the Voices of TV Tokyo Anime～
●梶 裕貴、花江夏樹、村瀬 歩　MC／井上裕介 （NON STYLE）、美山加恋

『フルメタル・パニック！Ⅳ』ブリーフィングステージ
"Full Metal Panic! Ⅳ" Briefi ng Stage
●賀東招二、関 智一、ゆきのさつき、ゆかな、木村郁絵、浪川大輔、山田タマル

『ゆらぎ荘の幽奈さん』スペシャルステージ
"Yuragi-so no Yuna-san" Special Stage
●小野友樹、島袋美由利、鈴木絵理、高橋李依　他

TVアニメ『重神機パンドーラ』放送直前スペシャルステージ
TV Anime "Jushinki Pandora" Pre-Broadcast Special Stage
●河森正治、前野智昭、津田健次郎、東山奈央、内田雄馬、梅原裕一郎、 茅野愛衣、中村悠一　MC／鷲崎 健

TVアニメ『キャプテン翼』放送直前スペシャルステージ
TV Anime "Captain Tsubasa" Pre-Broadcast Special Stage
●三瓶由布子、鈴村健一、福原綾香、小西克幸

NETFLIX アニメ祭  ！ スペシャルステージ
NETFLIX Anime Festival! Special Stage
●平田広明＆梶 裕貴、白石晴香＆小林裕介、上村祐翔

『Butlers～千年百年物語～ 』スペシャルトークショウ
"Butlers ̃Chitose Momotose Monogatarĩ" Special Talk Show
●鈴木達央、佐藤拓也、豊永利行、前野智昭

永井豪50周年作品 TVアニメ『C
キューティー

utie H
ハニー

oney U
ユニバース

niverse』スペシャルステージ
The 50th Anniversary work of Nagai Go TV Anime "Cutie Honey Universe" Special Stage
●永井 豪、A応P、叶姉妹

『グランクレスト戦記』スペシャルステージ
"Record of Grancrest War" Special Stage　
●熊谷健太郎、鬼頭明里、中村悠一、上田麗奈、松岡禎丞、高森奈津美、茅野愛衣

Animelo Summer Live 2018 記者発表会
Animelo Summer Live 2018 Presentation　
●MC／鷲崎 健　※記者発表会内で他出演者発表

TVアニメ『Fate/EXTRA Last Encore』スペシャルトークステージ
TV Anime "Fate/EXTRA Last Encore" Special Talk Stage
●丹下 桜、植田佳奈

SACRA MUSIC LIVE STAGE
SACRA MUSIC LIVE STAGE
●GARNiDELiA、TrySail、LiSA

LIVE DAM STADIUM【アニカラJAPAN】スペシャルステージ
LIVE DAM STADIUM "Anikara JAPAN" Special Stage (Temporary)

BS11 『Anison Days』 スペシャルステージ
BS11 "Anison Days" Special Stage
●森口博子、酒井ミキオ、駒田 航　他

BSフジpresents アニメギルド2018放送作品発表スペシャルステージ
BS Fuji presents ANIME GUILD 2018 Titles Announcement Special Stage
●鈴木愛奈、大森日雅、久保田未夢、小坂井祐莉絵、小見川千明、寺田御子、たつき監督、福原慶匡（ヤオヨロズ）

TVアニメ『こみっくがーるず』放送直前スペシャルステージ
TV Anime "Comic Girls" Pre-Broadcast Special Stage
●赤尾ひかる、大西沙織、高橋李依　他

『七つの大罪』スペシャルステージ
"The Seven Deadly Sins" Special Stage
●梶 裕貴、雨宮 天、久野美咲、鈴木達央、 髙木裕平、小岩井ことり

「キラッとプリ☆チャン」放送直前ステージやってみた!!
"Kiratto Puri☆chan" Why Don't we try a Special Pre-Broadcast Stage!!
●林 鼓子、久保田未夢、厚木那奈美、森嶋優花　他

ジェンコ新作アニメステージ -『鹿楓堂よついろ日和』『この世の果てで恋を唄う少女YU-NO』-
GENCO New Anime Stage "Rokuhoudou Yorsuiro Biyori" and "YU-NO: Kono Yo no Hate de Koi o Utau Shoujo"
●諏訪部順一、中村悠一、小澤亜李、林 勇、釘宮理恵、内田真礼

『劇場版 のんのんびより ばけーしょん』スペシャルステージ
"Non Non Biyori Vacation" Special Stage
●小岩井ことり、村川梨衣、佐倉綾音、阿澄佳奈、名塚佳織

放送直前ッ！TVアニメ『ゴールデンカムイ』スペシャルステージ
Just Before the First Broadcast! TV Anime "Golden Kamuy" Special Stage
●小林親弘、白石晴香、伊藤健太郎、津田健次郎、中田譲治

『ダーリン・イン・ザ・フランキス』ステージイベント
"Darling in the Franxx" Stage Event
●上村祐翔、戸松 遥　他

アニメ『ゲゲゲの鬼太郎』50周年＆新シリーズ開始記念スペシャルステージ
Anime "GeGeGe no Kitarō"' 50th Anniversary & New Series Commemorative Special Stage
●沢城みゆき、野沢雅子、庄司宇芽香、藤井ゆきよ
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３月25日（日）

「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン」ステージイベント
"Sword Art Online Alternative Gun Gale Online" Stage Event
●楠木ともり、日笠陽子、興津和幸、赤﨑千夏

『弱虫ペダル GLORY LINE』第２クール直前スペシャルステージ
"Yowamushi Pedal GLORY LINE" Season 2 Pre-Broadcast Special Stage
●山下大輝、下野 紘、宮野真守、内田雄馬、福山 潤　ＭＣ／鷲崎 健

『抱かれたい男1位に脅されています。』スペシャルステージ
"Dakaretai Otoko Ichii ni Odosarete Imasu" Special Stage
●小野友樹、高橋広樹、ＭＣ／柳原哲也

TVアニメ「LOST SONG」放送直前スペシャルステージ
TV Anime "LOST Song" Pre-Broadcast Special Stage
●鈴木このみ、田村ゆかり、久野美咲、茅野愛衣、鈴木裕斗   MC／鷲崎 健

『ニンジャバットマン』AnimeJapan 2018特別ステージ
"Ninja Batman" AnimeJapan 2018 Special Stage
●加隈亜衣

「PERSONA5 the Animation」スペシャルステージ
"PERSONA5 the Animation" Special Stage
●福山 潤、宮野真守、水樹奈々、大谷育江、杉田智和、佐藤利奈、悠木 碧、戸松 遥、保志総一朗

『A.I.C.O. Incarnation』スペシャルステージ
A.I.C.O. Incarnation" Special Stage
●白石晴香、小林裕介、茅野愛衣、竹内良太

アニメ『ウマ娘 プリティーダービー』放送直前!!スペシャルステージ
"Uma Musume Pretty Derby" Pre-Broadcast Special Stage
●和氣あず未、高野麻里佳、Machico、大橋彩香、木村千咲、上田 瞳、大西沙織

TVアニメ「魔法少女サイト」放送直前！トーク&ライブステージ
TV Anime "Magical Girl Site" Pre-Broadcast Talk Show & Live Stage!　
●大野柚布子、茜屋日海夏、鈴木愛奈、芹澤 優、山崎はるか、i☆Ris

第4回「アニラジアワード」授賞式コラボステージ「エッチでためになる男達のラジオ」
4th AniRaji Award's Winners Collaboration Stage "Dirty but useful radio for guys"
●羽多野渉、増田俊樹、村上喜紀、河本啓佑

「シュタインズ・ゲート ゼロ」AnimeJapanスペシャルステージ
"STEINS;GATE 0" Anime Japan Special Stage
●宮野真守、関 智一、今井麻美、矢作紗友里

Fate/Grand Order スペシャルステージ in AnimeJapan 2018
Fate/Grand Order Special Stage in AnimeJapan 2018
●島﨑信長、高橋李依、川澄綾子

LIVE DAM STADIUM【アニカラJAPAN】スペシャルステージ
LIVE DAM STADIUM "Anikara JAPAN" Special Stage (Temporary)

「多田くんは恋をしない」スペシャルステージ
"Tada-kun wa Koi o Shinai" Special Stage
●中村悠一、石見舞菜香、宮野真守、下地紫野、 梅原裕一郎、石上静香、下野 紘、水瀬いのり

TVアニメ『からかい上手の高木さん』最終話直前記念 スペシャルステージ
TV Anime "Karakai Jozu no Takagi-san" Last Episode Pre-Broadcast Special Stage
●高橋李依、梶 裕貴

「覇穹 封神演義」 AnimeJapan 2018 ステージ
"Hakyū Hōshin Engi" AnimeJapan2018 Stage
●小野賢章、櫻井孝宏、前野智昭、鳥海浩輔

『宇宙戦艦ヤマト2202』愛のトークショー2018
"Space Battleship Yamato 2202" Talkshow of Love 2018
●小野大輔、鈴村健一、神谷浩史、羽原信義（監督）、福井晴敏（シリーズ構成）

スマートフォン向けアプリ『イケメンシリーズ　～2018年最新作～』スペシャルステージ
Smartphone Application "Ikemen Series" 2018 Latest Release Special Stage
●大河元気、小野友樹、黒田崇矢、深町寿成　※50音順

『GODZILLA 決戦機動増殖都市』スペシャルステージ
Godzilla: Kessen Kido Zoshoku Toshi
●宮野真守、櫻井孝宏、杉田智和、梶 裕貴、諏訪部順一

「劇場版 夏目友人帳」スペシャルステージ
Special Stage: Natsume Yujinchou: The Movie
●神谷浩史、井上和彦、堀江一眞、木村良平、菅沼久義、佐藤利奈

バップ アニメ発表会2018
VAP Anime Announcement Event 2018
●なすなかにし・小野賢章（『あはれ！名作くん』）、小野賢章・悠木 碧・内田真礼（『ポンコツクエスト』） 、上西哲平・
津田美波（『3D彼女　リアルガール』）、久野美咲・花守ゆみり（2018年7月期アニメ）

『僕のヒーローアカデミア』第3期放送直前スペシャルステージ
"My Hero Academia" Season 3 Pre-Broadcast Special Stage
●山下大輝、岡本信彦、佐倉綾音、石川界人、内山昂輝、下野 紘、福圓美里

キミコエ・プロジェクト　スペシャルステージ
KIMIKOE Project Special Stage
●津田健次郎、飯野美紗子

トーク

トーク

トーク

トーク

トーク

トーク

トーク

トーク

トーク

トーク

ライブ

ライブ

新作発表

新作発表

10:25～11:00

11:10～11:45

11:10～11:45

10:25～11:00

10:25～11:00

13:25～14:00

14:10～14:45

14:10～14:45

13:25～14:00

13:00～14:00

16:25～17:00

16:25～17:00

16:00～17:00

11:55～12:30

12:40～13:15

12:40～13:15

11:55～12:30

11:45～12:20

14:55～15:30

15:40～16:15

15:40～16:15

14:55～15:30

14:45～15:20

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

5

5

5

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

トーク

トーク

トーク

トーク

トーク

トーク

トーク

トーク

トーク

トーク

その他

トーク

新作発表

新作発表

新作発表

※AJオープンステージでは全ステージ自由観覧可能ですが、観覧スペースに限りがございます。
※ステージ着席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。
※Free viewing areas will be provided at each stage, but please have in mind that the space is limited.
※Application for the stage lottery is closed.
※Stage content and cast is subject to change without notice. 
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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ホールの他に東3ホールでも実施！
大好評の撮影用シチュエーションのほか、来場者が参加できる「コスプレパレード」等、さらに充実したコスプ
レエリアを目指します。
Cosplayer's World is coming to East Hall 8 and East Hall 3! Aside from popular "Official Background", 
attendees can participate in "Cosplay Parade" We are seeking to create cosplay area that is more 
enriched. 

コスプレイヤーの皆様で会場内をぐるっと周るコスプレパレードを行います！
Cosplayers will walk around the venue for a cosplay parade!

■実施日時　2018年3月24日（土）・25日（日）15:00～　※参加募集は締め切りました。
■Date: Mar 24 [Sat] & 25 [Sun] 15:00- ※Application is closed.

■コスプレ登録料 ¥1,000（税込）　Fee ￥1,000（tax included）
■利用時間 Operating hours
・コスプレ更衣室 Cosplay Changing Room　10:00～17:00（最終受付16:30）
・クローク Cloak　10:00～16:30
・屋内コスプレエリア Outdoor Cosplay Area　10:00～17:00
・屋外コスプレエリア Outdoor Cosplay Area　11:00～16:30

●撮影をする時、撮影される時は、まわりの環境や
人に注意を払って行ってください。

●撮影は決められた場所（屋内／屋外コスプレエリ
ア）で行ってください。撮影許可の場所以外での
コスプレ撮影は禁止です。

●撮影をする時は相手の許可を貰ってから行ってく
ださい。被写体となる方にポーズの強制は行わな
いようお願いいたします。 

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

その他、P.80の注意事項もご覧ください。

●Please be mindful of other attendees while 
shooting.

●Photography must be done in designated spaces 
(indoor/outdoor cosplay areas). Photography of 
cosplay in unauthorized areas is prohibited.

●Please ask for a permission from cosplayers to 
take pictures, do not force them to do certain 
poses.

●No costumes that overly expose a cosplayer's 
body, or may disturb other attendees are allowed.

Please check P.81 for more precautions.

5周年記念！ AnimeJapanコスプレパレード　AnimeJapan Cosplay Parade

料金／利用時間／エリア　Fees/Operating hours/Area

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

コスプレイヤーズワールドの主なルール　Regulations in Cosplayer's World

※更衣室、クロークの利用が可能です。
※Changing room and cloak room included.

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

※背景デザインはイメージです。　※The image is for illustrative purposes only. Ⓒ2018 AnimeJapan

AnimeJapanならではのシチュエーションや、5周年記念キャラ「AJ兄弟」のぬいぐるみを持って撮影ができ
ます。
Use the AnimeJapan backdrops for photo-shoots, as well as the commemorative 5th-anniversary 
characters the "AJ Brothers".

1月26日（金）のAJプレゼンテーションで急遽決定した、山坂健介（アニメイト）さんがコスプレイヤーの皆さ
んと、『コードギアス 反逆のルルーシュⅡ 叛道』に登場する「ゼロの仮面」を一緒に作ってみる企画。完成した
のか、コスプレエリア（東8ホール）で結果発表！
Mr. Yamasaka of Animate will make Zero Mask from Code Geass with cosplayers. Result will be announced 
at East Hall 8 Cosplay Area! 

撮影シチュエーション　Situations for Photography

Twitter企画&5周年記念！　コスプレイヤーのみなさんと一緒に「ゼロの仮面」を作ってみよう！
5th commemorative project on Twitter! Let's make Zero Mask together.

ⒸSUNRISE／PROJECT L-GEASS　Character Design　Ⓒ2006-2017 CLAMP・ST

コスプレ参戦表明やモザイクアートなど、
様々なTwitter企画を展開中
'Cosplay tweets, mosaic art, 
various projects in session.

※公式情報発信用。リプライ・DM等にはご回答できませんのでご了承ください。
※This is offi  cial PR information only. Replies/DMs will not be responded to.
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オフィシャルグッズ Offi  cial Goods AnimeJapan 2018のために描き下ろされた、5周年オリジナルデザインを含む全20種のアクリルキーホルダ
ーをランダムに購入できます。REDグループ10種、WHITEグループ10種に分けて販売します。
20 types of acrylic keychains are available, including 5th anniversary original designs made for 
AnimeJapan 2018: 10 types in RED group, 10 in WHITE.

AnimeJapan 2018のために描き下ろされた、5周年オリ
ジナルデザインやAJ兄弟が20種1セットになったチョコセ
ットです。
A box of chocolates is available for sale, containing 
20 different types that include original 5th anniversary 
illustrations made for AnimeJapan 2018, and AJ Brothers.

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”でラ
ンダムに購入できます。AnimeJapan 2018のために描き下ろされた、5周年オリジナルデザインを含む、全
27種を販売します。
From popular series to the latest ones, AnimeJapan's special-design tin badges available with various 
images by "Gacha Gacha" machines. 27 different designs available, including original 5th anniversary 
illustrations made for AnimeJapan 2018.

アクリルキーホルダー　Acrylic key holder　※会場限定　※Venue-limited

チョコセット　Choco Set　※会場限定　※Venue-limited

AJガチャ　AJ Gacha　※会場限定　※Venue-limited

¥2,400（税込）
2,400 yen (tax incl.) 

全27種　ランダム販売
¥300（税込）
27 types
sold at random
300 yen (tax incl.)

REDグループ WHITEグループ

ⒸBNOI/アイナナ製作委員会　ⒸBNEI／PROJECT SideM　ⒸGreen Leaves / Wake Up, Girls！ 3製作委員会　Ⓒ赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会　Ⓒ時計野はり・白泉社／
「学園ベビーシッターズ」製作委員会　Ⓒ創通・サンライズ　Ⓒ田中芳樹/松竹・Production I.G　Ⓒ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PH製作委員会　ⒸSUNRISE／PROJECT L-GEASS　Character Design Ⓒ2006-2017 CLAMP・ST　ⒸKoi・芳文社／ご注文は製作委員会ですか？？　Ⓒ諫山創・講
談社／「進撃の巨人」製作委員会　Ⓒ2017 Marvelous Inc.・KADOKAWA・IDEA FACTORY／戦刻ナイトブラッド製作委員会　Ⓒ2018 Nitroplus・DMM GAMES/続『刀剣乱舞-
花丸-』製作委員会  ⒸTSUKIANI.  Ⓒ本郷あきよし・東映アニメーション　Ⓒ花田陵・講談社／デビルズライン製作委員会　Ⓒ大和和紀・講談社／劇場版「はいからさんが通る」製作委
員会　Ⓒ東出祐一郎・TYPE-MOON / FAPC　ⒸTYPE-MOON / Marvelous, Aniplex, Notes, SHAFT　Ⓒ手塚プロダクション　Ⓒ2018 朝霧カフカ・春河35/KADOKAWA/文豪
ストレイドッグスDA製作委員会　Ⓒ衛藤ヒロユキ／SQUARE ENIX・「魔法陣グルグル」製作委員会　Ⓒ2017 カツヲ／KADOKAWA　アスキー・メディアワークス／三ツ星カラーズ
製作委員会　Ⓒ青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996　Ⓒ満田拓也・小学館／NHK・NEP・ShoPro　Ⓒはせつ町民会／ユーリ!!! on ICE 製作委員会　Ⓒ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

全10種　ランダム販売
¥500（税込）
10 types
sold at random
500 yen (tax incl.)

全10種　ランダム販売
¥500（税込）
10 types
sold at random
500 yen (tax incl.)

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

5周年記念として、AnimeJapan 2018限定で実現した作品同士のコラボグッズです。AnimeJapan 2018
のために特別に描き下ろされたイラストを使用したプレミアムなグッズを販売します。
AnimeJapan's cross-series collaboration goods for 5th anniversary. Premium items with original 
illustrations, on sale only at AnimeJapan 2018.

作品コラボグッズ　Series Collaboration Goods　※AnimeJapan限定　※AnimeJapan-limited

劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール- 
× 結城友奈は勇者である -勇者の章-
Sword Art Online The Movie: Ordinal Scale 
× Yuki Yuna is a Hero - Chapter of a Hero -

Ⓒ2017 川原 礫／KADOKAWA アスキー・メディアワークス／SAO-A Project
Ⓒ2017 Project 2H

ⒸNIPPON ANIMATION CO., LTD.　Ⓒけものフレンズ プロジェクト

ⒸGIRLS und PANZER Finale Projekt　Ⓒ大川ぶくぶ/竹書房・キングレコード

¥3,500（税込）　3,500 yen (tax incl.)

あらいぐまラスカル × けものフレンズ
RACCOON RASCAL × Kemono Friends

ガールズ＆パンツァー 最終章 
× ポプテピピック
GIRLS und PANZER das Finale 
× POP TEAM EPIC

¥3,500（税込）　3,500 yen (tax incl.)

¥3,500（税込）　3,500 yen (tax incl.)
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AnimeJapan放送局ブース
AnimeJapan Broadcast Booth supported by NicoNico Livestream

supported by 
ニコニコ生放送

5周年特別企画！ フードパークの横の特設ブースから、AnimeJapan情報を発信する他、ゲストを呼んだトー
ク等を実施します。アニメに関するここでしか聞けない話が聞けるかもしれません。また、会場にてアニメに
対する皆様の想いを募集します！ サクラの付箋にメッセージを書いて、特設ブースの壁に貼られたサクラの木
を満開にしましょう！
5th anniversary special program! From the booth next to Food Park, broadcasting AJ info and talk 
sessions with guests. Maybe sharing anime tips only available here? In addition, your voice for anime 
wanted! Fill out post-it with your message and post it on the cherry tree on the booth wall!

18:00～20:00

いよいよ明日から！ 
AnimeJapan 2018楽しみ方紹介
How to Enjoy AnimeJapan 2018!
各年の総合プロデューサー陣が登壇し、AnimeJapan 2018の見どころ
や主催企画、出展ブースの紹介、「みんなで選ぶ！アニメなんでもランキン
グ」の結果発表を行います。※会場での観覧はできません。

10:00～11:00

オープニングセレモニー
Opening Ceremony
AnimeJapan 2018開催にあたり、理事長、総合プロデューサーからの挨
拶、AnimeJapan 2018の企画内容や楽しみ方等をお伝えします。

10:00～11:00

アニメと制作　真剣しゃべり場
Anime & Production: Panel Discussion 
アニメの制作に直接携わる方々に、アニメの制作に関する仕事内容、この
職業についたきっかけ等をお話しいただきます。

11:30～12:30

アニメと映画　配給会社からの視点
Anime & Movie: 
From Distributor's Perspective
アニメ映画が盛り上がっている昨今。配給会社のプロデューサー座談会を
実施し、TVアニメとは違い、映画だからできること等、アニメ映画の製作
についてお話しいただきます。

11:30～12:30

アニメとフェス　
3大アニソンフェス座談会
Anime & Fest: Secret of Anisong Fest!
3大アニソンフェスのプロデューサーによる座談会を行います。アニソン
フェスの今後の可能性等、アニメと音楽についてお話しいただきます。

13:00～14:00

アニメと街　
うちのいいとこプレゼンテーション
Anime & City: Presentation of our Strength
地方自治体とコラボレーション実績があるアニメ作品の担当者や各自治体
の方に、コラボレーションに至ったきっかけやアニメ化した後の地域への
効果等をお話しいただきます。

14:30～15:30

アニメとグッズ　トレンド最前線
Anime & Goods: The Latest Trend
グッズメーカーの担当者にお越しいただき、本年度一番思い入れがあるグ
ッズや流行しているグッズ、ヒット商品といった企画の成り立ち等をお話
しいただきます。

14:30～15:30

アニメと原作　理想的な関係
Anime & Source Material: Ideal Relationships
なぜアニメ化したのか、アニメ制作側と原作側の理想的な関係等、原作ジ
ャンルが違うプロデューサー同士にお話しいただきます。

13:00～14:00

アニメとフィギュア　
公開！こだわりの逸品！
Anime & Figures: Unveiling Dedicated Works!
フィギュアメーカーによる、本年度1年の自信作のフィギュアの紹介や造
形されるまでの流れ、ポーズや衣装の決め方等をお話しいただきます。

第1部／16:00～17:00  第2部／17:30～18:30
メーカー横断アニメ宣伝マンナイト復刻版
Across Creators: The Night of Advertisers
アニメメーカーの若手宣伝マンとベテラン宣伝マンが、直近の作品の思い
出や普段の仕事内容、今後チャレンジしたいこと等、さまざまなテーマの
下、トークセッションします。

16:00～17:00

アニメとリバイバル　
今だからこそ意味がある
Anime & Revival: It Is Now or Never
なぜ今リバイバルされたのか、なぜ今の時代に再びヒットするのか、リバ
イバルされる作品の特徴等、リバイバルアニメの秘密についてお話しいた
だきます。

プログラム　Program

３月25日（日）３月24日（土）

３月23日（金）

5周年記念として、自分が好きなキャラクターを色紙に描いてもらえる権利をオークション形式で販売します。
世界で1つだけのプレミアムな色紙です。
An auction based project that allows you to request an illustration of your favorite character.

●販売形式：入札によるオークション形式
●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。

●参加作品　Auctioned works

●Sales style: auction
●Bidding process: Please hand in a bid via QR code 
placed at Offi  cial Goods corner in East Hall 8.

ⒸＴ－ＡＲＴＳ / syn Sophia / テレビ東京 / IPP製作委員会　Ⓒ創通・サンライズ Ⓒ士郎正宗・Production I.G / 講談社・「攻殻機動隊ARISE」製作委員会
ⒸSUNRISE／PROJECT L-GEASS　Character Design Ⓒ2006-2017 CLAMP・ST　原作：モンキー・パンチ ©TMS・NTV

色紙にイラストを描いてもらえる権利  ※会場限定　※Venue-limited
Privilege to request for illustration-drawing　

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

ルパン三世 PART5
LUPIN THE 3rd PART5

コードギアス
反逆のルルーシュ

CODE GEASS Lelouch of the Rebellion
攻殻機動隊ARISE

GHOST IN THE SHELL ARISE
機動戦士ガンダム00

MOBILE SUIT GUNDAM 00

アイドルタイム
プリパラ

IdolTimePripara

Ⓒ2018 AnimeJapan

ニコニコ
生放送でも
生配信
するよ～!!

ここでしか
聞けない話が
聞けるっ!!

事前販売したチケットホルダーを当日数量限定で販売します。描き下ろし作品を含め、5周年オリジナルビジ
ュアルを使用したプレミアムなチケットホルダーとなっております。ネックストラップ付きで全21種です。
Pre-sale ticket holders available for sale during the event in limited numbers: premium items including 
original illustrated works and 5th anniversary visuals. 21 types in total.

チケットホルダー　Ticket Holder　※AnimeJapan限定　※AnimeJapan-limited

全21種　¥2,000（税込）
21types
2,000 yen (tax incl.) for each

ネック
ストラップ
付き

ⒸGreen Leaves / Wake Up, Girls！ 3製作委員会　Ⓒ赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会　Ⓒ時計野はり・白泉社／「学園ベビーシッターズ」製作委員会　Ⓒ創通・サンライズ　
Ⓒ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PH製作委員会　ⒸSUNRISE／PROJECT L-GEASS　Character Design Ⓒ2006-
2017 CLAMP・ST　ⒸKoi・芳文社／ご注文は製作委員会ですか？？　Ⓒ諫山創・講談社／「進撃の巨人」製作委員会　Ⓒ2017 Marvelous Inc.・KADOKAWA・IDEA FACTORY／
戦刻ナイトブラッド製作委員会　Ⓒ2018 Nitroplus・DMM GAMES/続『刀剣乱舞-花丸-』製作委員会　ⒸTSUKIANI.　Ⓒ花田陵・講談社／デビルズライン製作委員会　Ⓒ大和和紀・
講談社／劇場版「はいからさんが通る」製作委員会　Ⓒ東出祐一郎・TYPE-MOON / FAPC　ⒸTYPE-MOON / Marvelous, Aniplex, Notes, SHAFT　Ⓒ手塚プロダクション　Ⓒ衛
藤ヒロユキ／SQUARE ENIX・「魔法陣グルグル」製作委員会　Ⓒ 2017 カツヲ／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　アスキー・メディアワークス／三ツ星カラーズ製作委員会　Ⓒ青山剛昌／小学館・
読売テレビ・TMS 1996　Ⓒ満田拓也・小学館／NHK・NEP・ShoPro　Ⓒ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
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フードパーク Food Park

Please enjoy the delicious and aesthetically pleasing anime collaboration menu you can only experience 
at AnimeJapan!

見て楽しくて、食べて美味しい！ AnimeJapanならではの人気アニメ作品とのコラボメニューをぜひご賞味
ください。

コラボフード　Collaboration Food

キッチンカー                                       

ごろっと大きな6つ子のミートボールにマイルドな辛さのカ
レーのお布団をかけました
Six big meatballs covered with a mild curry blanket.

糖分が必要な方にもお勧め。ココアシュガーをまぶしたシナ
モン風味の長い木刀チュロス
For those in need of a dose of sugar. Long bokken 
shaped cinnamon churros coated with cocoa sugar.

ソースをからめた肉厚のパティと、とろけるチェダーチーズ
をふんわりバンズではさんだスペシャルバーガー
Special burger with sauce covered thick patty and 
melted cheddar cheese in a soft bun.

Ⓒ赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

Ⓒ空知英秋／集英社･テレビ東京･電通･BNP･アニプレックス

Ⓒ2017 内藤泰弘／集英社・血界戦線 & BEYOND製作委員会

ニートボールカレーライス
NEETball Curry Rice

銀さんの木刀チュロス
Gin-san's Bokutou Churros

ジャック&ロケッツ チーズバーガー
ヘルサレムズ・ロット・スペシャル
Jack & Rockets Cheeseburger "Hellsalem's Lot Special"

チキンハーブ
タコス
Chicken herb taco

黒糖タピオカラテ
Brownsugar 
tapioca latte

バナナチョコクリーム
Banana chocolate 
whipped cream

オリジナルコラボドリンク
先行販売！

Original collab drinks
on sale!魚三昧

Assorted fi sh bowl

コラボフード以外にも
美味しいフードが
盛りたくさん！
More tasty dishes 
besides collab ones!

￥900
（税込）

￥700
（税込）

￥600
（税込）

￥450
（税込）

￥600
（税込）

ノベルティプレゼント！ Novelty Gifts!

￥950（税込）

￥600（税込）

￥950（税込）

うす焼きタマゴ、ポテトサラダ、ハム＆チーズのぴょんぴょ
んサンドイッチボックス
Egg omelet, potato salad, ham & cheese sandwich 
box.

大典太光世・ソハヤノツルキ・前田藤四郎が堪能した、
味噌の香りが食欲をそそる燭台切光忠特製ラーメン
SHOKUDAIKIRIMITSUTADA's special ramen with 
appetizing miso aroma, loved by ODENTAMITSUYO, 
SOHAYANOTSURUGI, and MAEDATOSHIRO.

やわらか豆腐と挽肉を使ったボリューム満点でスパイシーな
麻婆豆腐丼。激辛スパイスはお好みでどうぞ。
Spicy Mabodofu Don with soft tofu and minced meat. 
Extra hot spice available to your liking.

ⒸKoi・芳文社／ご注文は製作委員会ですか？？

※販売時は包材の中でパッケージされた状態での提供となります。
※The actual product will be served in a package.

Ⓒ2018 Nitroplus・DMM GAMES/続『刀剣乱舞-花丸-』製作委員会

ⒸTYPE-MOON・ufotable・FSNPC

Ⓒ2017 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!!

ラビットハウスのサンドイッチ
Rabbit House’s Sandwich

とある本丸の
特製味噌ラーメン
Honmaru Miso Ramen 

言峰綺礼の麻婆豆腐丼
Kirei Kotomine's Mabodofu Don

￥700（税込）

￥900（税込）

￥900（税込）

お茶（カフェイン入り） Tea (caff einated)

おにぎりセット Rice ball set

お茶（ノンカフェイン） Tea (non-caff einated)

ホットドッグ Hot dog

水 Water

オレンジジュース Orange Juice

カルピスウォーター Calpico

コーラ Cola

ドリンク　Drink Menu

ノンコラボメニュー　Non-Collab Manu

￥600（税込）

￥550（税込）

￥200
（税込）

Food Truck

コラボフードをお買上げの方、1商品につき1枚のオリジナルコースターをプレゼント！
※絵柄はお買上げの商品のコラボ作品のものとなります。お選びいただけません。
Order a collab-food and receive an original coaster related to the menu!

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

※ノベルティの絵柄は間桐桜となります。
※Gifts come with Sakura Matou design.
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遠藤ゆりか&DJ和

亜咲花

DJ WILDPARTY with Luce Twinkle Wink☆

石原夏織

TECHNOBOYS PULCRAFT 
GREEN-FUND

D-selections

motsu×DJ KAYA

どうぶつビスケッツ
×PPP

Mia REGINA

DJ HACK
（Opening Act）

22/7
（ナナブンノニジュウニ）

すーすけ KITUNE Routes

AJ Night 2018
AnimeJapan 2018サタデーナイトフェス！アニソンクラブ系イベントを今年も開催！ 話題のアニソンクラ
ブ系イベントを世界最大級のアニメイベント『AnimeJapan』プロデュースで行います。DJプレイやアーティ
ストによるライブ等、ファンの皆様にアニソンを立体的に楽しんでいただけるイベントを展開します。
Produced by AnimeJapan, club-style anisong Saturday night fest is coming to AnimeJapan 2018! Both DJ 
performances and artist concerts, we will present anisong event for fans to enjoy in many diff erent ways.

【DJ】 (五十音順)

【Live Act】 (五十音順)

【VJ】 (五十音順) ■会期　2018年3月24日（土）　開場16:30／開演17:30 
■Date: 3/24 [Sat] 16:30 Open / 17:30 Start　
■会場　豊洲PIT 
■Venue: Toyosu PIT　
■展開内容　DJ／VJ／ライブ 
■Program: DJ/VJ/Concerts

みんなで選ぶ！アニメなんでもランキング
Anime Anything and Everything Ranking
一般の皆様から投票していただいた4つのランキングがついに発表！ 気になる上位10作品はAnimeJapan放
送局ブースの壁面にてパネルで展示します。
Audience voted for the following 4 rankings and the results are here! Top 10 series are displayed on the 
wall next to Broadcast booth.

印象に残るキャッチコピーランキング
Memorable catch phrases ranking
アニメ作品をたったひとつの文章で印象深く伝えるキャッチコピ
ー。2017年もたくさん生まれた名キャッチコピーの中から「こ
れが一番印象に残った！」というキャッチコピーを投票していた
だきました。

公式WEBサイトが素敵なランキング
Best offi  cial site ranking
アニメ作品の情報発信基地として今や欠かすことのできない作品
公式WEBサイト。2017年に公開された公式WEBサイトの中か
ら「これが素敵だった！」という公式WEBサイトを投票していた
だきました。

アニメイトスタッフが選ぶ、
この商品がすごかったグッズランキング
Awesome products chosen by animate staff  ranking
2017年も数多くのグッズが発売されました。中には「これがグ
ッズ化されたのか!?」という衝撃的なものまで。2017年に販売
された数あるグッズの中で「この商品がすごかった！」グッズを投
票していただきました。

アニメ化してほしいマンガランキング
Manga wanted to be turned into anime ranking
「自分の好きなマンガをアニメ化してほしい」というのは、マンガ、
アニメを愛する皆様の共通の願い！ そんな皆さまの切なる希望
を集めて「アニメ化してほしい！」マンガを投票していただきまし
た。
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▲機動戦士ガンダム THE ORIGIN
のちに『赤い彗星』と呼ばれる男シャア・アズナブルと、彼の妹セ
イラ・マスの悲劇の始まりと過去が明かされる！
Revealing the tragedy of “The Red Comet” Char Aznable 
and his sister Sayla Mass and their past!

▲GODZILLA 怪獣惑星
かつて怪獣との戦争に敗走した人類が再び地球に帰還し目撃した
のは、二万年の進化を果たしたゴジラの姿であった。
Humanity, after battling the monster, returns to Earth to 
see Godzilla evolved over 20000 years!
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3DCGの現在とアニメの未来  Present 3DCG and the future of Anime

パッケージデザイン展  Package Design Gallery

Production Works Gallery
プロダクションワークスギャラリー

〈アニメのお仕事〉
Ａnime Ｊobs

昨今、3DCGで制作されるアニメ作品も徐々に増えてきています。一概にCGと言っても、3DCGで制作
される作品、従来の手描きアニメとCGを融合させて制作される作品など、様々な手法があります。今回の
Production Works Galleryは『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』『GODZILLA 怪獣惑星』を題材に、CGアニ
メの現在を紹介し、その制作フローや手法による違いを見ていただきます。アニメの未来を感じていただける
ようなブースをご用意しました。
More animations are made with 3DCG. Some produced in full 3DCG, others use a fusion of cel animation 
and CG. Using "Mobile Suit Gundam The Origin" and "Godzilla: Planet of the Monsters", the program 
introduces the present of CG anime, its production, and methods. A booth to feel the future of anime is 
here.

アニメのDVDやBlu-ray等のパッケージデザインをデザイナーやメーカー担当者のコメント付きで展示。パッ
ケージにおけるデザインのポイントとは？
Displaying anime's package design (DVD, Blu-ray, etc.) with creators' explanation. What are the key points 
in package designs?

2つの作品を題材に制作フローの違いを徹底解説！
Diff erences in making-fl ow with 2 sample series!

見どころ
POINT

Ⓒ創通・サンライズ

Ⓒ 2016 朝霧カフカ・春河35/ＫＡＤＯＫＡＷＡ/文豪ストレイドッグス製作委員会
Ⓒ 2017 丸戸史明・深崎暮人・KADOKAWA ファンタジア文庫刊／冴えない♭な製作委員会

Ⓒ2017 TOHO CO.,LTD.

手描きアニメと3DCGを融合
Mix of cel animation and 3DCG

3DCGで制作されたアニメ
Anime made solely by 3DCG

『機動戦士ガンダムTHE ORIGIN』 『GODZILLA 怪獣惑星』

⑨宝石の国 Land of the Lustrous

⑦BLAME！ BLAME!

⑤戦刻ナイトブラッド Sengoku Night Blood

③聲の形 A Silent Voice

①アイドリッシュセブン IDOLiSH7

⑩魔法使いの嫁 The Ancient Magus' Bride

⑧文豪ストレイドッグス Bungo Stray Dogs

⑥ハンドシェイカー Hand Shakers

④冴えない彼女の育てかた♭Saekano fl at -How to Raise a Boring Girlfriend-

②おそ松さん Mr. Osomatsu

3DCG制作工程概略図　3DCG Production Outline

つづきはProduction Works Galleryへ！
To be continued in Production Works Gallery!

それぞれの制作工程の違いを紹介。これらの制作フローをさらに細かく紹介します。
続きはProduction Works Galleryで！

Introducing each production process in details.
To be continued in Production Works Gallery!
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4月公開予定の最新作、劇場版『名探偵コナン｠ゼロの執行人』の宣伝スケジュールを元に、宣伝の手法や素材を
紹介します。様々な宣伝素材をまとめて一挙公開する、コナンの展示としては初の試みです。さらに同作の宣
伝プロデューサー林原氏によるコメント付き！
Using the movie "Detective Conan Zero the Enforcer" releasing in April as an example, this exhibit will 
showcase advertisement techniques and materials based on the advertisement schedule.

Production Works Galleryや＜アニメのお仕事＞コーナーなどでご協力いただいた方をお迎えし、
展示だけでは伝えられなかった内容を、セミナーとして詳しく解説します。
This program will feature those who have cooperated in the programs "Production Works Gallery" and 
"Anime Jobs" who will hold a seminar with a detailed explanation aside from exhibit.

上の二つのビジュアル。左側がティーザービジュアルで、右側がメインビジュアルです。どのタイミングでこ
れらが描かれ、どんな意図があって何に使用されているのか。さらに劇場版『名探偵コナン』ならではの宣伝手
法も紹介します。
The above left is the teaser and right is the main visual. Both are made at certain timing with purpose and 
goals. Ad techniques unique to movie "Detective Conan" will also be introduced.

クリエイションセミナー
Creation Seminar

ティーザービジュアルとメインビジュアルの違い!?
Diff erence in Teaser and Main Visual?!

見どころ
POINT

注意事項
※プレゼンテーションステージは座席数に限りがございます。定員を超える場合は立ち見、またはご入場頂けない場合もございます。
※整理券配布枚数は各ステージによって異なります。詳しくは当日プレゼンテーションステージ受付にてご確認ください。
※ステージ内容は変更になる場合がございます。
Precautions
※Please note that seats are limited. Participants may be asked to stand or declined admission. 
※Available ticket numbers vary by stage show. Please check at the counter during the event.
※Stage content is subject to change without notice.

ティーザービジュアル
Teaser Visual

メインビジュアル
Main Visual

＠プレゼンテーションステージ　＠Presentation Stage

３月24日（土）

３月25日（日）

劇場版『名探偵コナン』の宣伝について
Advertisement of the movie “Detective Conan”

『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』の作り方
The creation of “Mobile Suit Gundam The Origin”

PRINTGEEK×MdN presents グラフィックデザイナーが広げるアニメの世界
The world of anime through the eyes of a graphic designer

「3DCGの現在とアニメの未来」について 題材『GODZILLA 怪獣惑星』
Present 3DCG and the future of anime

出演：林原祥一（東宝）、諏訪道彦（読売テレビ）
Advertisement Producer, TOHO CO., LTD  Shoichi Hayashibara
Chief Producer, YOMIURI TELECASTING CORPORATION Michihiko Suwa
劇場版『名探偵コナン』の宣伝事例やヒットへ導く裏話などをくわしく解説します。
Introducing advertisement cases of movie "Detective Conan" and stories 
behind the major hit.

出演：谷口理、井上喜一郎（サンライズ）
CG Producer, Sunrise Kiichiro Inoue
Producer, Sunrise Osamu Taniguchi
セルアニメとCGアニメを併用して作られている本作の裏側を徹底紹介します。
Introducing the series that uses both cel animation and CG in specifi c detail.

出演：草野剛（草野剛デザイン事務所）、染谷洋平（BALCOLONY.）
Tsuyoshi Kusano Design Co., Ltd. Tsuyoshi Kusano
BALCOLONY. Yohei Sometani
司会：野口尚子（PRINTGEEK）、 本信光理（MdN編集長）
グラフィックデザイナーがもたらす幅広いメディア展開とデザインを徹底分析します。
Exploring media development and design from graphic design perspective.

出演：瀬下寛之、片塰満則、森山佑樹（ポリゴン・ピクチュアズ）
Hiroyuki Seshita Polygon Pictures Inc.
Mitsunori Kataama Polygon Pictures Inc.
Yuki Moriyama Polygon Pictures Inc.
司会：藤津亮太（アニメ評論家）
アニメづくりの未来を探るべく、3DCGの最新現場を直撃します。
The latest of 3DCG and the future of anime creation.

14:30～15:30

11:30～12:30

15:15～16:45

13:30～14:30

劇場版『名探偵コナン ゼロの執行人』宣伝執行計画
Detective Conan　ZERO the Enforcer PR Enforcement Plan  

〈アニメのお仕事〉
Anime Jobs

動き始めた「極
シークレットミッション

秘任務」のカウントダウン――。
果たして謎の存在・安室透は、敵なのか、味方なのか？
The countdown to "Secret Mission" begins... 
Is the mysterious Tooru Amuro a friend, or foe?

Ⓒ2018 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
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ビジネスエリア Business Area
ビジネスエリアブース INDEX Exibitor List

※ビジネスエリアへの入場は、出展社との商談、
ビジネス目的でアニメコンテンツ情報の収集を
目的に来場される方が対象です。今後起業しよ
うとしている方・学生は入場できません。商談、
ビジネス目的でのご来場以外の方はご入場をお
断りする場合がございます。

※The purpose of the Business Area is 
conducting business meetings and 
gathering information on the current 
anime business. Students and those 
starting up their business will not be 
allowed entry.

3月22日（木）・23日（金）開催　March 22 (Thu)  - 23 (Fri)
AFA - Anime Festival Asia / SOZO
ReedPOP
HINODE POWER JAPAN
Anime Expo
Otakorp
ジャパンエキスポ
Japan Content Catalog（JACC®）
NBCユニバーサル・エンターテイメント
ジャパン合同会社
（株）NHKエンタープライズ
ABCアニメーション
avex pictures
ADK グローバルコンテンツ グループ
Weibo Comic 株式会社
イオンファンタジー
JYアニメーション
株式会社アニプレックス
アスミック・エース株式会社
タツノコプロ
JAPAN ANIME MUSIC LAB.
SUCCESS
コンテンツ事業創造HUB/
ブレイクポイント株式会社
株式会社壽屋
株式会社クレイ
GREE,Inc.
キングレコード株式会社
株式会社KADOKAWA
株式会社サンライズ
テレビ東京
株式会社テレビ朝日
株式会社手塚プロダクション
TBSテレビ
DMM pictures
小学館集英社プロダクション
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
株式会社博報堂DY ミュージック＆ピクチャーズ
日本テレビ放送網株式会社
日本アニメーション株式会社
株式会社トムス・エンタテインメント
東北新社
東宝株式会社
東映アニメーション
株式会社フジクリエイティブコーポレーション
VR PARK TOKYO Produced by ADORES
株式会社ブシロード
株式会社ファンワークス
株式会社ぴえろ
絵梦株式会社
バンダイビジュアル
株式会社ONEder
株式会社ハピネット
ラパン（多言語ローカライズ）
メディアリンク
株式会社マーベラス
株式会社ボンズ
（株）ポニーキャニオン
北京動卡動優文化傳媒有限公司
Production I.G
株式会社 プロダクションリード
フリュー株式会社
湖南金 卡通有限公司
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Floor Map (Conference Tower 1F)フロアマップ〈会議棟１F〉

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

Anime Character 
Introduction Panel
Detailed information on anime 
titles and characters from 
Business Area exhibitors are 
displayed at Business Area 
Entrance. Take some time to 
use this opportunity to further 
develop your business.

AFA - Anime Festival Asia / SOZO
ReedPOP
HINODE POWER JAPAN
Anime Expo
Otakorp
JAPAN EXPO
Japan Content Catalog（JACC®）
NBCUniversal Entertainment Japan LLC
NHK ENTERPRISES, INC.
ABC Animation
avex pictures
ADK Global Content Group
Weibo Comic
Aeon Fantasy
JY Animation
Aniplex Inc.
Asmik Ace, Inc.
Tatsunoko Production
JAPAN ANIME MUSIC LAB.
SUCCESS
Content Business Creation Hub /
Breakpoint Co., Ltd.
KOTOBUKIYA CO., LTD.
CREi Inc.
GREE,Inc.
KING RECORD CO.,LTD.
KADOKAWA CORPORATION
SUNRISE INC.
TV TOKYO
TV Asahi Corporation
Tezuka Productions
TBS Television
DMM pictures
Shogakukan-Shueisha Productions
Yomiuri-TV/YTE
Hakuhodo DY music & pictures Inc.
NIPPON TV
NIPPON ANIMATION CO., LTD.
TMS ENTERTAINMENT CO., LTD.
Tohokushinsha Film Corporation
TOHO CO., LTD.
TOEI ANIMATION
FUJI CREATIVE CORPORATION
VR PARK TOKYO Produced by ADORES,Inc.
Bushiroad.Inc
Fanworks Inc.
Pierrot Co.,Ltd.
Ｅmon Haoliners Animation
BANDAI VISUAL
ONEder Inc.
HAPPINET Corporation
Lapin, inc. (Translation & Localization)
Medialink Entertainment Limited
Marvelous Inc.
BONES INC.
PONY CANYON INC.
Beijing ACG Media Co.,Ltd
Production I.G
PRODUCTION REED CO.,LTD.
FURYU Corporation
Hunan Golden Eagle Animation Co,Ltd.
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ⒸAEON Fantasy Co.,LTD.

アミューズメント施設がアニメをつくったら!?
世界800店舗以上あるモーリーファ
ンタジーのキャラクター「ララちゃ
ん」。アニメはシーズン4突入！ ビ
ジネスパートナー様を大募集中！
Lala from Molly Fantasy, a global 
amusement company franchise, just 
released S4 of her anime! Looking 
for business partner!

BUSINESS EXHIBITION EXHIBITIONBUSINESS

BUSINESS

イオンファンタジー

Aeon Fantasy

会議棟

B
14

私達は映像や音楽を制作し、世界中に提供するエンターテ
インメント・カンパニーです。みずみずしい感性、柔軟な
発想、そして熱狂を武器に、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 anime series such as "Fullmetal 
Alchemist", "Madoka Magica" and "Sword Art Online", 
which have been distributed worldwide, gaining 
recognition for their outstanding qualities. We will 
introduce our latest titles at AnimeJapan booth.

創業約30年、日本のあらゆるエンタメコンテンツに精通
したローカライズ企業です。約30言語に対応でき日本語
からダイレクトにローカライズが可能です。そのため、ア
ニメの世界観を損なうことなく世界中に発信することがで
きます。多言語字幕や吹替版制作もお任せください。
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.

熱き心を世界の人々へ 「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

創立2年目にしてコンテンツ力、更にパワーアップ！

Lapin, inc.

2018年注目作品『ヴァイオレット・
エヴァーガーデン』や『Free!』シリ
ーズ第3期等、強力な作品を取り揃
えております。
We have a lineup of powerful series, 
featuring the highlight of 2018 
"Violet Evergarden" and "Free!" 
season 3.

株式会社アニプレックス
Aniplex Inc.

会議棟

B
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ラパン
（多言語ローカライズ）

Lapin, inc. (Translation & Localization)

会議棟

B
51

ABCアニメーション
ABC Animation

会議棟

B
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BUSINESS

Go Beyond Japan!
アニメエキスポはロサンゼルスで開
催される北米で一番大きな日本の文
化を紹介するイベントで、約36万人
が来場します。
Held annually in Los Angeles, Anime 
Expo is the largest Japanese culture 
event in North America.

Anime Expo
Anime Expo

会議棟

B
04

心湧き立つエンタテインメントを、世界に
『重神機パンドーラ』をはじめ、製作
幹事・出資、パッケージ発売、配信権
窓口、マーチャンダイジング、海外
販売等を行っています。
Our business includes production, 
investment, distribution and licensing 
of animation such as "LAST HOPE".

BUSINESS

アスミック・エース株式会社
Asmik Ace, Inc.

会議棟

B
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BUSINESS

ⒸSOZO PTE LTD. 

今年アニメフェスティバルアジアの10周年です！
東南アジア最大級のJ-popカルチャ
ーイベント。東南アジア4ヶ国にて
開催実績を持ち、シンガポール開催
は今年は10周年を迎えます。
Introduction of the calendar of 
events being organised by SOZO in 
2018, including the flagship 10th 
anniversary AFA.

AFA - Anime Festival Asia / SOZO
AFA - Anime Festival Asia / SOZO

会議棟

B
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BUSINESS

ⒸHiro Morita, BBBProject, TV TOKYO

最新・人気のアニメをADKアニメグループから！
『ベイブレードバースト』『ヒミツの
ここたま』等、ADK、NAS、d-rights
が最新・人気のアニメ作品情報をご
紹介します！
Upcoming new series of "BEYBLADE 
BURST" and more, the 2018 latest 
anime news will be presented by 
ADK, NAS, and d-rights!

ADK グローバルコンテンツ
グループ

ADK Global Content Group

会議棟

B
12

新作アニメ、人気カタログ作品を多数ご紹介！

エイベックス・ピクチャーズは映像コンテンツを通じて、夢、希望、
勇気、感動を世界の人々に提供して参ります。
Through visual content, avex pictures will present dream, hope, 
courage, and enlightenment to the world.

BUSINESS

avex pictures
avex pictures

会議棟

B
11

BUSINESS

Weibo Comic

漫画の情熱を、海に渡れ

日本のコンテンツをWeiboで輝かせよ。
We will helping Japanese comics rising and shining in China by 
Weibo. 

Weibo Comic 株式会社
Weibo Comic

会議棟

B
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BUSINESS

NHKで放送されたさまざまな番組や『どーもくん』『ピングーin
ザ・シティ』等のIPを国内・海外に広く展開。2018年秋の新アニ
メ『ラディアン』もご紹介！
We license various NHK programs and IP’s such as "Domo" and 
"Pingu in the City" etc. to companies worldwide. Aiso, introducing 
"Radiant" the new animation for 2018 Fall.

（株）NHKエンタープライズ
NHK ENTERPRISES, INC.

会議棟

B
09

アニメの最新ラインアップをご紹介します！
『ゴールデン・カムイ』『ラストピリ
オド』他、2017年以降のアニメの新
作および実写のラインナップを揃え
てお待ちしております！
We will be ready to introduce you 
our new anime line ups including 
"Golden Kamuy" "Last Period" and 
many more!

BUSINESS

NBCユニバーサル・
エンターテイメントジャパン合同会社
NBCUniversal Entertainment Japan LLC

会議棟

B
08

ⒸHAOLINERS ⒸTENCENT Animation& Comics

絵梦の最新アニメ作品をお見逃しなく！
『一人之下・全性篇』『スピリットパク
ト-黄泉の契り-』等、2018年以降の
最新アニメ作品情報をお届けします。
Don’t miss Emon 2018 series like 
Hitori No Shita 2, Spiritpact - Bond 
of the Underworld! 

BUSINESS

絵梦株式会社
Ｅmon Haoliners Animation

会議棟

B
47

ア・カ・サ・タ
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中国で最も早く正規アニメ版権業務を手掛ける会社
2018年新作『宇宙戦艦ティラミス』
『ニル・アドミラリの天秤』のアジア
向け（日本を除く）コンテンツ販売や
商品化権許諾を行います。
We’re looking for licensing and 
merchandising cooperation in Asia 
(except Japan) for our line-up titles 
"Space Battleship Tiramisu" and 
"Libra of Nil Admirari". 

BUSINESS BUSINESS

BUSINESS

JYアニメーション
JY Animation

会議棟

B
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PROMIC

ゼロからイチを生み出す企業

日本のアニソンを世界へ！

『ガンダム』シリーズ、『ラブライブ!』等を中心に、映像制作からプ
ロモーション、商品化、版権管理等国内ライセンス紹介。
Producing and licensing of anime works including "Gundam" 
series and "Love Live!".

「JAPAN ANIME MUSIC LAB.」は、オンラインでアニソン関連
の商談ができる画期的なサービス。利用料無料です。
The "JAPAN ANIME MUSIC LAB." is an online biz-matching tool 
for anime music professionals. Registration for free. 

株式会社サンライズ
SUNRISE INC.

会議棟
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JAPAN ANIME MUSIC LAB.
JAPAN ANIME MUSIC LAB.

会議棟

B
19

ⒸTDR

ジャパンエキスポで参加しませんか！
約24万人の来場者を誇るフェステ
ィバルのBtoCとBtoBエリアで、プ
ロモーション、販売、ブランディン
グ、データ徴収等をぜひ！
Talk to Japan Expo’s huge community 
to achieve your goal. Together, let’s 
make your project a success!!

BUSINESS

ジャパンエキスポ

JAPAN EXPO

会議棟

B
06

ⒸSUCCESS/IQIYI/VOICE OF FOX

2018年放送『狐狸の声』をはじめ、弊社作品をご紹介。

元請けからグロスまで、中国との共同制作の経験を生かしたグロ
ーバルな制作ラインをご提案します。
Contractors to Gross, 
We propose a global production line that leverages the 
experience of collaborative production with China.

BUSINESS

ＳＵＣＣＥＳＳ
ＳＵＣＣＥＳＳ

会議棟

B
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BUSINESS

世界に通用するアニメーション作品を展開する

日本の良質なコンテンツを国内外に発信していきます。既存の事
業と連携し、年間10～20タイトルを生み出していきます。
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.

DMM pictures
DMM pictures

会議棟

B
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BUSINESS

250本以上のアニメ作品を揃えております

出版物の編集および映像製作を中心に、世界で通用する優良なコ
ンテンツの創出に邁進していきます。
With publishing and production at the core, we have more than 
250 anime series and their fi lm adaptations.

株式会社KADOKAWA
KADOKAWA CORPORATION

会議棟

B
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BUSINESS

話題の新作、カタログ作品を多数紹介しています。

アニメ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。総合エンターテインメント企業として映像文化の向上発展に
努めています。
We create animation, invest in video productions and sell 
products inside and outside of Japan. 

キングレコード株式会社
KING RECORD CO.,LTD.

会議棟

B
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BUSINESS

ⒸGREE, Inc.

アニメやゲームのIPをご紹介します

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IPを使用したゲームの共同開発のご相談も可能です。
GREE Inc. is mobile game company. We start animations business 
outside of JP and also have information of our new animations

GREE,Inc.
GREE,Inc.

会議棟
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BUSINESS

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 .  i s  one  o f  the  mos t 
exper ienced  d i s t r ibu to rs  fo r 
overseas license in Japan with a 
wide range of contents.

株式会社クレイ
CREi Inc.

会議棟

B
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Ⓒ CREi. All Rights Reserved.

BUSINESS

ⒸKOTOBUKIYA / FAGirl Project

ホビーメーカー「コトブキヤ」が今年も出展します！
2017年にアニメが放映され人気を
博した『フレームアームズ・ガール』
のビジネスパートナー様を広く募集
いたします。※当日配布資料あり。
We are always looking for business 
partners that are interested in Frame 
Arms Girl (popular Japanese anime 
aired in 2017). 

株式会社壽屋
KOTOBUKIYA CO., LTD.

会議棟
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BUSINESS

Ⓒコンテンツ事業創造HUB

あなたのコンテンツを海外へ！

コンテンツ事業創造HUB（C-HUB）ではアニメ・漫画・実写等さ
まざまなコンテンツの海外展開支援を実施しております。
Content Business Creation HUB(C-HUB) supports overseas 
development of Japanese contents such as anime, manga, live-actions.

コンテンツ事業創造HUB/
ブレイクポイント株式会社

Content Business Creation Hub / Breakpoint Co., Ltd.

会議棟

B
21

EXHIBITION

Ⓒ2017 KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc. & VIPO All right reserved.

探していたコンテンツの問い合わせ窓口が見つかる！
映画・TV番組・アニメ・キャラクタ
ー・音楽・ゲーム等の問い合わせ窓
口を一括して検索できる「JACCサ
ーチ」をご紹介します。
We introduce "JACC Search", a 
website that you can search for 
con tac t  de ta i l s  o f  Japanese 
contents(Anime, Character, etc.).

Japan Content Catalog
（JACC®）

Japan Content Catalog（JACC®）

会議棟

B
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BUSINESS

Ⓒ2018 TM, S/N, N, S

MAJOR SECOND airs soon!
『メジャー』の続編となる『メジャー
セカンド』が、4月よりNHK Eテレ
にて放送開始！
"MAJOR SECOND" is a brand new 
series animation to "MAJOR" series, 
one of the big hits over the past few 
years. It airs on April 2018, channel 
NHK E-tele!

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

会議棟
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BUSINESS

世界のこどもたちに夢を────

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

タツノコプロ

Tatsunoko Production

会議棟

B
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Ⓒタツノコプロ

BUSINESS

北米最大規模、オタコンは今年もワシントンで開催
オタコンは、ワシントンで開催され
る、アジアのポップカルチャー（ア
ニメ、マンガ、音楽、映画、ゲーム等）
の年に一度の祭典です。
Otakon is an annual celebration of 
Asian pop culture (anime, manga, 
music, movies, video games, etc.) 
held in Washington, DC.

Otakorp
Otakorp

会議棟

B
05



62 63

メ
イ
ン

メ
イ
ン

ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ン

ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ン

ビ
ジ
ネ
ス

ビ
ジ
ネ
ス

ブ
ー
ス

ブ
ー
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

ⒸFujiko Pro ⒸSHIN-EI & TV Asahi

世界中の国と地域で愛されるヒットアニメ！
『ドラえもん』や『クレヨンしんちゃ
ん』に加え、『ユーリ!!! on ICE』や
『BARANGAY 143』等、新作も取
り揃えています。
TV Asahi is well known for its 
signature animation, "Doraemon" 
and "Shin chan", as well as new hit 
series "Yuri!!! on ICE".

BUSINESS

BUSINESS

株式会社テレビ朝日
TV Asahi Corporation

会議棟

B
29

ⒸHappinet

新作『BLACK FOX』他、話題作をご紹介！

AnimeJapanブースにて、新作アニメ『BLACK FOX』他2作品、
ライブラリー作品を紹介させていただきます。
We will introduce the new anime, "BLACK FOX", 2 more animation 
and library titles at the booth.

株式会社ハピネット
HAPPINET Corporation

会議棟

B
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BUSINESS

ⒸTezuka Productions/Planetnemo Animation

世界で愛され続ける手塚治虫作品
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シリーズを開発中です。
Our business varies including Osamu 
Tezuka’s rights management. We 
currently develop new TV "Astro 
Boy" series for preschoolers.

株式会社手塚プロダクション
Tezuka Productions

会議棟

B
30

BUSINESS

“ショウゲート”は弊社の映画配給ブランドです
「博報堂DYMaP」ブースでは当社が
取り扱うTVアニメ ・映画作品の最
新情報をお伝えいたします。ぜひお
立ちよりください！
Hakuhodo DY music & pictures Inc. 
presents its latest lineup of TV 
animation series and movies. Please 
come visit our booth!

株式会社博報堂DY
ミュージック＆ピクチャーズ

Hakuhodo DY music & pictures Inc.

会議棟

B
35

株式会社ぴえろ　海外向け商談スペース

事前アポイントのお客様との商談スペースとなります。 
For prearranged business meetings only.

BUSINESS

株式会社ぴえろ
Pierrot Co.,Ltd.

会議棟

B
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ぴえろ

BUSINESS

夢は世界とともに
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。
We are anime production. We deal 
with anime production, off ering those 
visuals, licensing and other related 
business.

東映アニメーション
TOEI ANIMATION

会議棟

B
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“究極のエンタテインメント”を目指しています。
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。
Banda i  V isua l  i s  a  Japanese 
company that develops, produces 
and distributes film, TV and home 
entertainment media.

BUSINESS

バンダイビジュアル

BANDAI VISUAL

会議棟

B
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ⒸTV TOKYO Corporation

数多くのアニメを世界中に発信します！
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, 
distributing variety of animation 
programs internationally.

BUSINESS

テレビ東京
TV TOKYO

会議棟

B
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BUSINESS

ⒸHINODE POWER JAPAN

モスクワに「日本」がやってくる！
ロシアモスクワで開催される日本文
化フェスティバル。さまざまな日本
のコンテンツを紹介。多くのロシア
人が来場します。
Japanese culture festival to be held 
in Moscow, Russia. Introducing 
various Japanese contents. Many 
Russians visit.

HINODE POWER JAPAN
HINODE POWER JAPAN

会議棟
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BUSINESS

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』等の話題のTVアニメシリーズから、
『GODZILLA 怪獣惑星』等の劇場用アニメ映画まで多数取り揃え。
We present various titles from TV series "My Hero Academia" to 
feature fi lm "GODZILLA: Planet of the Monster" and more.

東宝株式会社
TOHO CO., LTD.

会議棟

B
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BUSINESS

Ⓒ2017「VANISHING LINE」雨宮慶太／東北新社

多数のアニメ・実写、劇場版・テレビ作品を展開！
『牙狼』シリーズ（特撮・アニメ）、『パ
トレイバー』シリーズ（実写・アニメ）
他、新旧アニメ・実写作品を取り扱
っております。
The company handles the "GARO" 
series, the "Patlabor" series and 
more!

東北新社
Tohokushinsha Film Corporation

会議棟

B
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BUSINESS

トムスの新作を映像と共に紹介!!
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、2018年
以降の新作をプロモーションビデオ
等を交えて紹介しております。
TMS Entertainment, one of the 
largest animation studios, wi l l 
introduce our latest upcoming titles.

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

会議棟

B
38

Ⓒ 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
『あらいぐまラスカル』『フランダー
スの犬』『ちびまる子ちゃん』『うっか
りペネロペ』等のTV・劇場アニメを
企画制作・国内外配給・商品化許諾。
We produce, distribute & license 
quality animation for kids & family: 
Rascal, Dog of Flanders, Chibi 
Maruko Chan, Penelope.

BUSINESS

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

会議棟

B
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あの人気作から2018年最新作までご紹介！
日テレアニメ枠「AnichU」に新作を
続々と展開予定！ 他ドラマ、バラエ
ティ、フォーマット、リメイク等に
も力を入れております！
An ever-increasing array of new 
series on Nippon TV anime slot 
"An ichU" !　We a l so  pour  our 
unmatched expertise into dramas, 
variety shows, formats, and remakes!

BUSINESS

日本テレビ放送網株式会社
NIPPON TV

会議棟

B
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BUSINESS

Ⓒ浅井ラボ・小学館／「され竜」製作委員会

All Anime Leads to TBS
TBSが企画・制作するアニメーショ
ン番組の、過去の人気タイトルから
最新の話題作にいたるまでの各種ラ
イセンス運用をご提案します。
All our latest works will be available 
here! TBS handles huge variety of 
Anime licensing and operational 
management.

ＴＢＳテレビ
TBS Television

会議棟

B
31

ナ・ハ・マ・ヤ・ラ・ワ
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ⒸReedPOP

世界中でポップカルチャーイベントを主催しています
NYコミコン、C2E2、スターウォー
ズセレブレーション等、多くのイベ
ントを主催。世界中のファンへ貴社
をアピールする機会をご提供。
We connect brands/businesses to a 
global audience through our events 
including New York Comic Con,Star 
Wars Celebration,etc.

BUSINESS

ReedPOP
ReedPOP

会議棟

B
02

ⒸBeijing ACG media Co.Ltd

中国でのアニメ・ゲームのプロモ企画会社

良質なコンテンツを世界へ

中国北京から中国全土に向けてアニ
メ・ゲーム系の素材制作とプロモー
ションを企画実施しています。
From Beijing China to across the 
country, we produce anime/game-
re la ted  ma te r i a l s  as  we l l  as 
promotions.

大人気シリーズ『名探偵コナン』や今
秋放送スタート『逆転裁判シーズン
２』をはじめとするさまざまな作品
を海外向けにライセンスしています。
We license out various Anime to 
overseas; popular show "Detective 
Conan", upcoming "Ace Attorney 
Season 2" and more.

EXHIBITION

BUSINESS

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

会議棟

B
56

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

会議棟

B
34

ⒸCAPCOM／読売テレビ・A-1 Pictures

BUSINESS

ⒸGo Nagai/Dynamic Planning-Project CHU

アニメ、実写に舞台まで！ 新作も多数紹介してます！
弊社は企画から番組販売まで全てを
一貫して手がけているアニメーショ
ン制作会社です。
We handles the entire process of 
creating animation programs on its 
own, from planning and directing to 
drawing and fi lming.

株式会社 プロダクションリード
PRODUCTION REED CO.,LTD.

会議棟

B
58

EXHIBITIONBUSINESS

Ⓒ2018 ONEder Inc.

「画面の中から現実世界へ」をプロデュース!!
今までにないオリジナルグッズ企
画・制作、大判印刷・施工にいたるま
で多種多様なニーズにお応えしま
す！ ぜひお立ち寄りください！
We respond to your requests in 
various ways, from original goods 
p r o d u c t i o n  t o  p r i n t i n g  a n d 
construction. Looking forward to 
seeing you!

株式会社ONEder
ONEder Inc.

会議棟

B
49

BUSINESS

Ⓒ眉月じゅん・小学館／アニメ「恋雨」製作委員会

ノイタミナ、アニメシリーズ、アニメ長編あります！
FCCはフジテレビとノイタミナ、アニ
メ長編、ドラマ等を海外展開していま
す。『夜明け告げるルーのうた』はア
ヌシー映画祭でグランプリ受賞！
FCC is delivering Japanese culture 
to the World along with Fuji TV, 
through high-quality animations from 
series to features.

株式会社フジクリエイティブ
コーポレーション

FUJI CREATIVE CORPORATION

会議棟

B
42

アジアで最速成長のアニメコンテンツサービス！

Ani-Oneは香港、マレーシア、ブルネイですでにカバーされていま
した、2018年に台湾と東南アジアも展開する予定。
A wholly-owned media platform of Medialink, Ani-One is the 
fastest-growing branded new media platform with 100% Anime. 

BUSINESS

メディアリンク

Medialink Entertainment Limited

会議棟

B
52

BUSINESS

マーベラスの新作情報やコンテンツ資産をご紹介

株式会社マーベラスは、アニメ、ゲーム、2.5次元演劇、音楽をプロ
デュースし、権利運用を行う総合エンターテインメント企業です。
Marvelous Inc. is a multimedia entertainment company and we 
produce animes, games, 2.5-dimensional contents and music.

株式会社マーベラス
Marvelous Inc.

会議棟

B
53

Ⓒbushiroad All Rights Reserved.

BUSINESS

ブシロードコンテンツを世界へ！
ブシロードのアニメタイトルの海外
商談ブースです。
Bushiroad is an entertainment 
company known for developing 
Trading card games and smartphone 
applications around the world. 

株式会社ブシロード
Bushiroad.Inc

会議棟

B
44

ⒸFURYU Corporation. All Rights Reserved.

フリュー原作のSNSゲームが2018年春にアニメデビュー！可愛い子供  幸せな家族
A new animation based on an SNS 
game from Furyu will be made its 
debut in Spring 2018. 
The title is "BAKUMATSU", and its 
international distribution, for the 
fi rst time, will be handled by Furyu. 

オリジナルIPを製作し、派生関連商
品、テーマランド、新メディアアニ
メ等のアニメーション事業を行いま
す。
Our animation business extends to 
original IP production, related 
products, theme park, and new 
media anime.

BUSINESSBUSINESS

フリュー株式会社
FURYU Corporation

会議棟

B
59

湖南金 卡通有限公司
Hunan Golden Eagle Animation Co,Ltd.

会議棟

B
60

BUSINESS

ⒸBONES・樋口真嗣・岡田麿里／「ひそねとまそたん」飛実団

アニメーションの制作会社です。
2018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。
We have introductory displays of 
past anime series as well as 2018 
new lineup.

株式会社ボンズ
BONES INC.

会議棟

B
54

BUSINESS

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
イブ等を手がけ、『響け！ユーフォニ
アム』等多くの作品を全世界へ届け
るエンターテインメント企業です。
Pony Canyon is an entertainment 
company that strives to deliver a full 
range of anime-related content to 
the world.

（株）ポニーキャニオン
PONY CANYON INC.

会議棟

B
55

ⒸKazuto Nakazawa / Production I.G

In the Beginning
中澤一登待望最新監督作品『B: The 
Beginning』参上！
Introducing our latest series, "B: The 
Beginning" by Kazuto Nakazawa 
("Kill Bill: Vol. 1"). Come and see us!

BUSINESS

Production I.G
Production I.G

会議棟

B
57

最先端のエンターテイメント空間
都内に2店舗展開しております「VR 
PARK TOKYO」の担当者がVRマ
シンのご提案をさせていただきま
す。
Representatives from "VR PARK 
TOKYO", who holds 2 stores in 
Tokyo, will present our VR machines.

BUSINESS

VR PARK TOKYO
Produced by ADORES

VR PARK TOKYO Produced by ADORES,Inc.

会議棟

B
43

ⒸADORES,Inc,/VR PARK TOKYOⒸ'15, '18 , SANRIO サンリオ/TBS・ファンワークス

カワイイ＆ポップなショートアニメで世界に挑戦！
2018年春、世界190ヶ国配信！ 
Netfl ixオリジナルアニメ『アグレッ
シブ烈子』等、話題のショートアニ
メーションをご紹介！
Streaming across 190 countries in 
Spring 2018! Introducing Netflix 
original anime "Aggretsuko" and other 
short animations!

EXHIBITIONBUSINESS

株式会社ファンワークス
Fanworks Inc.

会議棟

B
45
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アニメビジネスコンシェルジュ　Anime Business Concierge

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

AJ×ABPF アニメビジネス大学
AJ×ABPF　Anime Business University

年々活気を増すAnimeJapan「ビジネスエリア」。「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」はさらに進化
します。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。
AnimeJapan Business Area grows livelier year after year. Aiming at the expansion of Anime related 
business we are preparing an even better and more comfortable business environment. By creating unique 
opportunities for meetings with overseas buyers and supporting the domestic anime contents business we 
hope to be a strong platform for new business chances.

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 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.

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。
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.

アニメビジネス・パートナーズフォーラム協力の下、日本国内を中心としたアニメビ
ジネスの始め方を実例を使って詳しく解説します。
※3月24日（土）に入場可能なビジネスパスをお持ちの方が優先となります。
In cooperation with Anime Business Partners Forum, we will be introducing basic 
courses in anime business. The courses will be directed at domestic visitors and will 
be held on March 24 [Sat] at Main Area Presentation Stage. 

※事前申し込みは不要です。　※座席は先着順となります。　
※講座内容は、日本国内でのライセンスビジネスが中心となります。
※日本語のみでの講義となります。通訳もありません。　
※当日の撮影・録音は固くお断りいたします。
※No pre-registration is required. *Seats are a fi rst-come-fi rst-serve basis. 
※Course contents will focus on domestic licensing business. 
※Courses are off ered in Japanese. No translation service is provided. 
※Voice and video recording is strictly prohibited.

3月24日（土） メインエリア プレゼンテーションステージ
Business Programs at Main Area

データでわかるアニメ産業
～『アニメ産業レポート』産業統計データからわかるアニメ市場～
Anime Industry understood through data. Anime Industry through "Anime Industry Report“ data

「アニメビジネス入門：ライセンスの基本の『キ』」
～『アニメの2次利用』ライセンスビジネスの始め方～
The basics of Anime Licensing. "Secondary Usage of Anime" How to Start Licensing Business

2017年統計データにおけるアニメ産業の動向や流行を紹介し、国内外含め伸びている販路を紹介。
Introducing situations and trends in anime industry with 2017 statistics. 

商品化や、イベント、広告サービスにアニメを活用したい、その方法や効果を知りたいという方に、ライセンスの基礎の知識と事例紹介。
For those interested in learning methods and eff ects of utilizing anime for merchandising, events, or advertisement.  

増田弘道 
Hiromichi Masuda
日本動画協会
アニメ産業レポート　編集統括
The Association of Japanese Animations
「Anime Industry Report」editor in chief

陸川和男 
Kazuo Rikukawa
キャラクター・データバンク
代表取締役社長
CHARACTER DATABANK,Ltd. President

落越友則 
Tomonori Ochikoshi　
アニプレックス 執行役員専務
Aniplex Inc. Deputy President

11:00～12:00

12:45～13:45

ナビゲーター Navigator

ナビゲーター Navigator

ゲスト Guest

ゲスト Guest

■日程 ■Date

2018年3月22日（木）・23日（金） 
10:00～17:00（受付は16：00まで）

March 22 (Thu) ‒ 23 (Fri)  
10:00 ‒ 17:00 (Inquiries until 16:00) 

■会場 ■Venue

東京ビッグサイト　会議棟1F
レセプションホール　入口付近

Tokyo Big Sight Conference Tower 1F
Reception Hall Entrance

■内容 ■Contents

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。

Answering anime business inquiries. 
Questions from anime business beginners are welcome.   

■注意事項 ■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。

※ Some inquiries will not be answered, depending on 
the contents.  

※ Inquiries concerning individual companies may take 
more time to answer. 

※ We do not provide any matching services and do not 
guarantee any further business development. 

※ In some cases we may restrict the service time per 
person.  

●実施場所
メインエリア東6ホール

●Place: Main Area East Hall 6

ビジネスエリア Business Area

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. 

角田駿之介 
SyunnosukeTsunoda
タツノコプロ コンテンツビジネス部 
国内ライセンス営業担当
Tatsunoko Production Co.,Ltd. 
Contents Department Domestic Licensing 
Representative
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ⒸPeace&Kindness

パソコンとペンタブで塗り絵やアニメ制作に挑戦！

ポップでキュートなサンリオカフェワゴンが登場！『パレットアイランド』作品紹介&グッズ販売 からだにやさしい、マルコメの糀甘酒

大学生のお兄さん、お姉さんが優し
く指導、小学校入学前のお子さんも
体験できます。
You can try out CG production by 
using computer and tablet. With the 
following software, even preschool 
children can enjoy.

サンリオキャラクターのオリジナル
スイーツや、ミラクルギフトパレー
ド号限定グッズを販売します。
We have original sweets based on 
Sanrio characters and Miracle Gift 
Parade Car limited availability goods 
on sale.

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作品の
紹介およびグッズ販売。
Sales and display of our original 
child-targeting content, featuring 
characters themed by stationary 
items for daily usages.

マルコメの糀甘酒はお砂糖を使わな
い自然な甘さを楽しめます。アルコ
ール0％で生後10ヶ月以降の赤ちゃ
んも飲めるやさしい飲み物です。
Marukome amazake (Fermented Rice 
Drink) has a natural sweetness with 
no added sugar. And it’s 0% alcohol, 
so babies 10 months and older can 
drink it too.

EVENT

SELLINGSELLINGEXHIBITION SELLING

ASIAGRAPH
こどもCGワークショップ

ASIAGRAPH Kids CG Workshop

東７

F
08

サンリオカフェワゴン
「ミラクルギフトパレード号」

sanrio cafewagon「MIRACLEGIFTPARADECAR」

東７

F
10

Peace&Kindness
Peace&Kindness  Corporation

東７

F
01

マルコメ

marukome

東７

F
02

Ⓒ臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK Ⓒ臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 1993-2018

ⒸSME/SIE

ⒸBANDAI/TV TOKYO・ここたま製作委員会

Ⓒ創通・サンライズ・テレビ東京

『クレヨンしんちゃん』アドベンチャーパーク体験版！

新しい和菓子キャラクター「大福くん」

大人気アニメ『ヒミツのここたま』のブースにショップが登場！

『ガンダムビルドダイバーズ』2018年4月放送開始

『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ
アッパレ！戦国大合戦』をモチーフ
にした巨大アスレチックが出張中！ 
しんちゃんもやってくるよ！
The adventure park of "Crayon Shin-
chan: The Storm Called: The Battle 
of the Warring States" is here! Take 
pictures in kigurumi too!

2020年の東京オリンピックも控え、
日本の伝統文化である和菓子を広め
るべく誕生！ 無限大の愛と福をこ
めて「おつつみします！」
Looking forward to the 2020 Tokyo 
Olympics, let’s spread Japanese 
sweets around the world! Wrapping 
up love and happy!

『ここたま』のグッズ販売や、ラキた
ま達と写真が撮れるフォトスポット
等、お楽しみがいっぱい！ ブースに
はここたま達も遊びに来るかも…!? 
ぜひお越しください!!
Buy "Cocotama" goods, take pictures 
with Luckytama and have lots of fun 
at our booth!

『ガンダムシリーズ』テレビアニメー
ション最新作『ガンダムビルドダイ
バーズ』が2018年4月よりテレビ東
京系列にて放送開始します！
The new "Gundam" series on TV, 
"Gundam Build Divers", is coming up 
in the Spring 2018 on TV Tokyo!

SELLINGEXHIBITION

SELLINGEXHIBITION

SELLINGEXHIBITION

EXHIBITION

【クレヨンしんちゃん】出張 ニジゲンノモリ！★
オラのわくわくアスレチックだゾ!!

【Nijigennomori】Crayon Shin-chan Adventure Park

東７

F
09

大福くん
Daifukukun

東７

F
04

かみさまみならい
ヒミツのここたま

Egg Angels "COCOTAMA"

東７

F
05

ガンダムビルドダイバーズ

Gundam Build Divers

東７

F
07

EVENTEXHIBITION

EVENTEXHIBITION

Ⓒ TOMY／ドライブヘッド・TBS　Ⓒ プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS

大人気のシンカリオンやドライブヘッドで遊べる!!

ウィスパーの新しい仕事

アニメ放送中のシンカリオンや、アニメ配信中＆映画化決定のド
ライブヘッドの玩具で遊べるブースを展開。ぜひ遊びに来てくだ
さい！
Come and play at our booth! Enjoy toys from the now-airing 
anime Shinkalion and the upcoming movie Drive Head!

話すだけで今ある家電製品を動かすことができる。そんな「未来の
家」を提案します。あの妖怪執事が大活躍!? ご来場お待ちしており
ます。
Controlling home appliances with your voice. That's the kind of 
"future home" we envision. And the star of the show is Yo-kai 
butler?!

シンカリオン/ドライブヘッド
shinkalion/drivehead

東７

F
03

九州電力×ソニー・ミュージックエンタテインメント
KYUSHU ELECTRIC POWER/Sony Music Entertainment

東７

F
06







80 81

●来場について

●前日からの来場はご遠慮ください。前日からの来場による事故、トラブ
ル等につきましては、主催者は一切責任を負いません。

●前日からの来場が発覚した場合、警察からの指導が入る場合もございま
す。

●開場前は屋外でお待ちいただきます。
●雨天の場合でも屋外に並んでいただきますので、あらかじめ雨具など、
各自でご用意ください。

●天候や交通機関の遅れにより、会場にたどり着けない／到着が遅れて希
望のイベントに間に合わない場合でも、主催者では一切責任を負いませ
ん。

●ご来場にかかわる費用は、すべて来場者の負担となります。
●未成年の方は、必ず保護者の許可を得た上でご来場ください。
●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）。
●車いすなど、ご来場に付き添いが必要と判断される方は、かならず介護
者同伴の上ご来場ください。会場内は大変混雑します。予めご了承くだ
さい。

●ご来場前日は十分な休養をとり、体調を整えてお越しください。
●インフルエンザ等を発症している可能性がある場合は、ご来場を控えて
頂くようお願いします。また、できる限りマスクの着用をお願いします。

●イベント全体について
●会場内は大変混雑します。危険ですので、会場内を走る、押しあう等の
行為は禁止です。

●会場内では多くの待機列（順番待ち列）がございます。列への割り込みや、
友人知人を列に招き入れる行為は他のお客様の迷惑となりますので、ご
注意ください。

●ご自身の荷物・貴重品はご自身で管理してください。会場内での盗難・
置き引き等に関して、主催者は一切責任を負いません。

●気分が悪くなったり、怪我をした場合は、お早目にお近くのスタッフに
お申し出いただくか、総合インフォメーションまでお申し出ください。

●他人に迷惑となるような行為（トイレ・通路等での着替え、大人数でのス
ペースの占拠、物を振り回す等）や、物品の持ち込みはご遠慮ください。

●来場者間でのグッズ等の交換・トレーディングは東8ホールのトレーディ
ングエリアのみ可能です。

●会場内外いずれにおいても、「営利を目的とした転売・譲渡」「金額より高
値での転売・譲渡」「オークション・SNSなどで不特定多数に向けての転
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。

●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
れた写真が記事等に使用される可能性もございます。

●会場ではスタッフの指示に従ってください。スタッフの指示に従わず発
生した事故等に関しては、主催者は一切責任を負いません。

●スタッフの指示に従えない方は、退場していただく場合もございます。
●会場で配布するもの、販売するものには、すべて数に限りがございます。
●都合により当日のイベント内容が変更になる場合もございます。
●天災・不慮の事故等によりイベントが中止となる場合もございます。
●本誌及び会場内で掲出されている掲載商品や内容等は変更となる場合が
あります。

●コスプレについて
●コスプレ参加をされる方は他の方に迷惑がかからないよう、以下のルー
ルを守ってご参加ください。

　事故・トラブルなどに関して、主催者は一切責任を負いません。また、周
囲の迷惑となる行為、危険行為は禁止です。

　ルールを守らない、スタッフの指示に従わない場合はご退場いただく場
合がございます。その際、登録料は返金しません。

■コスプレ及び来場について
●コスプレをする際は「AnimeJapan入場券」の他、コスプレ登録（登録料：
1000円／日（税込）が必要です。 
※コスプレ登録はコスプレ受付（東8ホール）にて行います。　
※当日中であれば、更衣室は何度でも利用ができます。
※コスプレ登録証紛失の場合は再購入が必要です。再発行はできません。

●コスプレでの来場・退場・帰宅はできません。

●Admission
●Please refrain from coming to the venue the day before the 
festival. The organizers will not bear any responsibility for 
accidents that occur due to the early arrival.

●Please be reminded that police may approach you for the early 
arrival to the venue.

●Please be reminded that you will be asked to wait outside prior 
to the opening of gate.

●Please bring a rain gear with you in case of raining while waiting 
outside. 

●The organizers will not bear any responsibility for cases such 
as unable to get to the venue or late arrival due to traffic 
accidents/weather conditions.

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

●Minors must attend upon obtaining the permission of their 
guardians.

●Entering the venue with pets is not allowed, except for guide/
service dogs.

●Attendees who need support (such as for wheelchair) must 
accompany an assistant. Please be reminded that the venue will 
be heavily crowded.

● It is encouraged that attendees have enough rest and be in a 
proper health condition the day before.

●When a possible infectious disease (ex: influenza) occurred, 
please refrain from attending. Wearing a mask is recommended 
in the venue.

●Event Overview
●The venue will be heavily crowded. Dangerous actions such as 
running and pushing are prohibited.

●There are many waiting queues in the venue. Please be mindful 
that cutting in or inviting friends in the lines cause inconvenience 
to other attendees.

●Attendees are responsible for managing their personal items, 
including valuables, by themselves. The organizers will not bear 
any responsibility for accidents relating to pickpocketing or 
luggage thefts.

● In cases of feeling sick or injuries, please inform the nearest 
staff or report to the General Information as quickly as possible.

●Please refrain from behaviors or bringing items that may case 
inconvenience to other attendees (ex: changing in restrooms/
hallways, occupying a large space with a big group, swinging an 
object, etc).

●Both in and outside of the venue, please refrain from 
“exchanging/trading” of items between attendees. Also, 
“reselling/transferring for commercial purposes”, “reselling/
transferring with higher price than the original price”, “reselling/
transferring/exchanging in auction or on SNS for many and 
unspecified customers” are prohibited. The organizers will not 
bear any responsibility for accidents/troubles occurred due to 
these actions.

●During the event, press members are around the venue. Please 
be reminded that photos taken at their coverage may be used 
later for their articles. 

●At the venue, please follow the instructions of the staff. The 
organizers will not bear any responsibility for accidents caused 
by not following the staff instructions.　

●Attendees who do not follow the staff instructions may be asked 
to leave. 

●Please be reminded that items handed out or for sale in the 
venue are available while supplies last.　

●Content of the event may change depending on certain 
circumstances during the day. 

●The event may be cancelled due to unexpected accidents or 
natural disasters. 

●Products and content listed in this booklet and in the venue may 
change without notice.

●About Cosplay
●To prevent inconvenience to other attendees, cosplay 
participants are strongly advised to follow the rules below. The 
organizers will not bear any responsibility regarding accidents 
or troubles. Any actions that may cause inconveniences or 
physical harms to other attendees are prohibited. Attendees 
who will not follow these rules or staff instructions may be asked 
to leave with no refund.

■Cosplay and Admission
●In addition to AnimeJapan Admission Ticket, Cosplay Registration 
(1,000/day) is required for cosplaying.
* Cosplay Registration is conducted at the Cosplay Reception 
(by the changing room)
* During the festival day, attendees can come back to the 
changing room anytime.

* Lost Cosplay Registration pass will not be reprinted. Please 

●ビッグサイトから外に出る場合は必ずコスプレから着替えてください。
■着替えについて
●着替える際は会場内に設けている更衣室を利用してください。利用には
コスプレ登録（有料）が必要です。 
※近隣施設や会場内トイレ等での着替え、メイクは禁止です。 

●更衣室の利用可能時間帯は10:00～17:00となります（最終受付
16:30）。
※更衣室への荷物の放置はできません。荷物はクロークをご利用くださ
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ださい。

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

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

●クロークの利用可能時間帯は10:00～16:30となります。
●荷物の紛失・盗難・破損の責任は負いません。貴重品は身につけて、自己
管理をお願いします。

●クロークはコスプレ参加の方専用です。
■持ち込み禁止物について
●武器模倣アイテムは銃刀法に違反しないもののみご利用いただけます。
●武器等は移動中、周囲の迷惑にならないようカバンや袋等にしまって持
ち歩いてください。

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

●極端に鋭利なものや、発射可能なエアガンの持ち込みは禁止です。
●他人や会場に傷をつけたり、汚す可能性のある物の持ち込みは禁止です。
●可燃性危険物等の持ち込みは禁止です。
●会場内では武器・バット・ラケット・ボールなどを振り回す、投げる等の
行為は禁止です。

●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禁止で
す。

●刑法175条・児童ポルノ法に触れるものの持ち込みは禁止です。
●その他当日スタッフが危険・迷惑と判断した場合は、アイテムをお預か
りする場合があります。 
■衣装について
●露出の激しいコスチュームや、第三者が不快に感じるコスチュームの着
用はできません。

　着用されている場合はご退場、または撮影を中止・中断させていただく
場合がございます。その際の登録料は返金しません。

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

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

●その他当日スタッフが不適切と判断した衣装につきましては着用をお断
りさせていただく場合があります。

■撮影について
●撮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。
●周囲に迷惑になる撮影、風紀を乱す過激なポーズでの撮影はご遠慮くだ
さい。また、被写体となる方にポーズの強制は行わないようお願いしま
す。

●スタンド等を使用した大型ストロボやライト等の撮影機材の持ち込みは
禁止です。

●会場内で撮影された写真の商用利用はできません。 
■取材について
●会場にメディアの取材が入ります。各メディアの取材に関しては
「PRESS証」を確認の上、自己責任でご対応ください。
　また、記録や広報のため、主催者による撮影が入る場合があります。写
り込む場合もありますので予めご了承ください。

purchase it again.
●Arriving and leaving the venue, as well as returning home while 
cosplaying is not allowed.

●When leaving Big Sight, you must change back to your clothes.
■Changing of Clothes
●Please use changing room in the venue when changing clothes, 
(Cosplay Registration (charged) is required).
* Changing clothes and make-ups in neighboring facilities or 
venue’s restrooms is prohibited.

●Operating hours of the changing room is 10:00-17:00 (Reception 
closes at 16:30).
* Leaving personal items in the changing room is prohibited. 
Please use the baggage storage.
* Photography, regardless or devices, is strictly prohibited in 
the changing room. Please keep lens-caps on while in the 
changing room.
* Volatile/strong-smelling items, such as hair spray and 
manicures, are prohibited.

■Baggage Storage
●Baggage storage is available. Cosplay Registration (charged) is 
required for the service.
* During the day of the festival, attendees can come back to 
baggage storage anytime.
* However, please keep in mind that the storage space is limited, 
and the service may not be available at times.

●Operating hours of the storage service is 10:00-16:30.
●Attendees are responsible for managing their valuables, 
including lost/stolen/damaged items.

●The baggage storage service is available only for cosplay 
participants.
■Items Prohibited to Bring
●Weapon-imitating items are only allowed to carry when they do 
not violate the Swords and Firearms Control Law.

●For weapons etc., please keep them in a bag while moving, in 
order to prevent inconvenience to other attendees.

●Long and large objects must be disassembled while moving.
●Sharp-edged materials and loaded air-soft guns are prohibited.
● Items that may injure/dirty other attendees and the venue are 
prohibited to bring in.

●Flammable items are prohibited to bring.
● In the venue, actions such as swinging or throwing items 
including bats, rackets, and balls are prohibited.

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

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

● If an item is otherwise judged by the staff to be a danger or 
inconvenience, it may be confiscated. 
■Costumes
●Overly exposing costumes, or ones that may disturb other 
attendees are not allowed to wear. Cosplayers in those outfits 
may be stopped or asked to leave, and the registration fee will 
not be refunded.

●Uniforms of public authority, including police officers, Japan Self-
Defense Forces members, firefighters, and others are prohibited.

●Costumes that restrict vision (face-covers, masks, eye patches, 
etc), movements (large paper-mâché, kigurumi, floor-length 
costumes, large decorations, etc), are not allowed to wear 
outside of cosplay areas.

●When otherwise judged by the staff to be inappropriate, wearing 
those costumes may be declined.

■Photo-Shooting
●Photography should be carried out in the designated spots 
(indoor/outdoor cosplay areas). 
　No cosplay photo-shootings are allowed outside of the 
authorized areas.

●Photographs must be carried out after getting a permission from 
each cosplayer.

●Please refrain from photography that causes inconvenience 
for surrounding, or taking poses that are publicly inappropriate. 
Also, please do not force the cosplayers for certain poses.

●Bringing equipment such as large stroboscopes with stands, and 
lights is prohibited. 

●Pictures taken in the venue cannot be used for commercial 
purposes.  
■Press Coverage
●Media crews will be in the venue for coverage. Each attendee 
is responsible for dealing with press coverages. Please check 
their “PRESS” passes when answering to coverages.
　The organizers’ may have their media crews cover the festival, 
for recording and PR purposes. Attendees may be seen in their 
photos/videos. We appreciate your understanding in advance.

注意事項 PRECAUTIONS




