報道関係者各位
プレスリリース

2018 年 1 ⽉ 19 ⽇
⼀般社団法⼈アニメジャパン

『AnimeJapan 2018』“5 周年記念⼊場券”1 ⽉ 27 ⽇(⼟)発売︕
フードパークのコラボ作品及びメニュー発表︕
告知イベント「AnimeJapan プレゼンテーション」を
1 ⽉ 26 ⽇(⾦)にアニメイト池袋本店アニメイトホールで開催︕

⼀般社団法⼈アニメジャパンは、2018 年 3 ⽉に東京ビッグサイトで開催する世界最⼤級のアニメイベント
『AnimeJapan 2018』の 5 周年記念⼊場券を 1 ⽉ 27 ⽇(⼟)より販売することを発表しました。
5 周年を記念して、AJ オープンステージ全プログラム⾒放題など様々な特典が付いた 55,555 円(税込)の
「５周年記念プレミアム⼊場券」を 55 名様限定で抽選販売します。また、ステージ応募権付き⼊場券に描
き下ろし作品も含め 5 周年オリジナルビジュアルを使⽤した「チケットホルダー」が付いた⼊場券を先着発
売します。同時に「ステージ応募権付き⼊場券」も 1 ⽉ 27 ⽇(⼟)より 2 ⽉ 18 ⽇(⽇)まで販売いたします。
さらに、来場者のお腹も⼼も満たす⼈気の「フードパーク」のコラボアニメ作品及びメニューも発表しまし
た。詳細、⾦額に関しては後⽇発表します。
また、
『AnimeJapan 2018』に関する告知イベント「AnimeJapan プレゼンテーション」を 1 ⽉ 26 ⽇(⾦)
19:00 からアニメイト池袋本店９F アニメイトホールにて開催し、5 つのオープンステージ全プログラムや
主催企画の最新情報の発表を⾏います。なお、
『AnimeJapan プレゼンテーション』の模様は、
「バンダイチ
ャンネル」と「ニコニコ⽣放送」にて⽣配信します。

■5 周年記念⼊場券について
http://www.anime-japan.jp/ticket/outline/
【５周年記念プレミアム⼊場券】※抽選販売
5 周年を記念して、55,555 円(税込)のプレミアムな⼊場券を、55 名様限定で販売します。
＜特典＞
・メインエリア開催⽇[3 ⽉ 24 ⽇(⼟)25 ⽇(⽇)]の 2 ⽇間⼊場可能
・AJ オープンステージの全プログラムが前⽅で⾒放題
・専⽤⼊場⼝より⼊場できる
・AJ オフィシャルガチャ全種などプレゼント
・顔写真⼊りのあなただけの⼊場パスプレゼント
販売期間︓1 ⽉ 27 ⽇(⼟) 〜 2 ⽉ 4 ⽇(⽇)
販売価格︓55,555 円(税込)
販売場所︓CN プレイガイド / アニメイトオンラインショップ
※お⼀⼈様１枚までの購⼊となります

※⼩学⽣以下のご購⼊及びご利⽤はできません

【ステージ応募権付・チケットホルダー付⼊場券】※先着販売
ステージ応募権付き&オリジナルチケットホルダー付きの⼊場券を先着販売します。
チケットホルダーは、作品ごとに描き下ろした 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。
販売期間︓2018 年 1 ⽉ 27 ⽇(⼟) 〜 2018 年 2 ⽉ 18 ⽇(⽇)
販売価格︓3,400 円(税込)

※無くなり次第終了

※ステージ応募権付き⼊場券も含まれます。

※⼩学⽣以下の⽅が AJ オープンステージ着席観覧を希望する場合は、⼊場券を購⼊し、ステージ応募をしていただく
必要があります。※1 ⽇券のみ(2 ⽇間通し券なし)※チケットホルダーは AnimeJapan 2018 オフィシャルグッズコー
ナーでお渡しいたします。
販売場所︓CN プレイガイド／ファミリーマート／セブンチケット／アニメイトオンラインショップ

■オリジナルチケットホルダー
https://www.anime-japan.jp/main/goods/
オリジナルチケットホルダー付き⼊場券のチケットホルダーは、描き下ろし作品も含め 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。全 21 種の作品によるチケット
ホルダーには AnimeJapan 2018 オリジナルのネックストラップも付いております。
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＜参加作品(キャラ) ※全 21 種＞
Wake Up, Girls︕ 新章(島⽥真夢)／おそ松さん(松野おそ松)／学園ベビーシッターズ(⿅島⻁太郎)／機
動戦⼠ガンダム THE ORIGIN(シャア・アズナブル)／KING OF PRISM -PRIDE the HERO-(速⽔ヒ
ロ)／コードギアス 反逆のルルーシュⅡ 叛道(ルルーシュ・ランペルージ)／ご注⽂はうさぎですか︖︖
~Dear My Sister~(ココア)／進撃の巨⼈(エレン・イェーガー)／戦刻ナイトブラッド(豊⾂秀吉)／アニ
メ 続『⼑剣乱舞-花丸-』(加州清光)／ツキウタ。 THE ANIMATION(弥⽣ 春)／デビルズライン(安斎
結貴)／劇場版 はいからさんが通る(紅緒)／Fate/Apocrypha(ルーラー)／Fate/EXTRA Last
Encore(セイバー)／ブラック・ジャック(ブラック・ジャック)／魔法陣グルグル(ニケ)／三ツ星カラーズ
(結⾐)／名探偵コナン(江⼾川コナン)／メジャーセカンド(茂野⼤吾)／Re:ゼロから始める異世界⽣活(エ
ミリア)
■フードパーク
https://www.anime-japan.jp/main/food/
来場者のお腹も⼼も満たす⼈気の「フードパーク」のコラボアニメ作品発表。⾒て楽しい、⾷べておいし
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。
・「おそ松さん」ニートボールカレーライス
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。

・「銀魂」銀さんの⽊⼑チュロス
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
⾵味の⻑い⽊⼑チュロス

・「⾎界戦線 & BEYOND」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
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
挟んだスペシャルバーガー

・「ご注⽂はうさぎですか︖︖ 〜Dear My Sister〜」
ラビットハウスのサンドイッチ
うす焼きタマゴ、ポテトサラダ、ハム＆チーズ、ツナサンドの
ぴょんぴょんサンドイッチボックス

・「劇場版「Fate/stay night [Heaven's Feel]」」⾔峰綺礼の⿇婆⾖腐丼
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。
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■AnimeJapan プレゼンテーション
「AnimeJapan 2018」に関する告知イベ
ント『AnimeJapan プレゼンテーション』
を 1 ⽉ 26 ⽇(⾦) 19:00 からアニメイト
池袋本店９F アニメイトホールにて開催
します。
本イベントでは 5 つのオープンステージ
全プログラムや主催企画の最新情報の発
表を⾏います。
なお、
『AnimeJapan プレゼンテーション』
の模様は、
「バンダイチャンネル」と「ニコ
ニコ⽣放送」にて⽣配信します。
※本イベントは⼀般の⽅の観覧が可能です。会場にお越しいただき、⼀緒にプレゼンテーションを盛り上げ
ていただける観覧者を募集します。お越しいただいた⽅には、「AnimeJapan 2018」⼊場券(ステージ応募
権付き)をプレゼントします。
※会場での観覧は無料となりますが、先着で参加券を取得いただいた⽅に限り観覧可能です。観覧希望の⽅
は当⽇アニメイト池袋本店 1F コンシェルジュカウンターへお越しいただき、
参加券をお受け取りください。
なお、観覧⼈数には限りがございますので、定員に達し次第参加券の配布は終了となります。参加券はお⼀
⼈様 1 枚までとさせていただきます。
＜主な内容＞
・５つのオープンステージ全プログラム発表
・「AnimeJapan 2018」主催企画の最新情報発表
・ファミリーアニメフェスタ 2018 の最新情報
＜MC＞
・鈴⽊ 崚汰（すずき りょうた）
・藤⽥ 茜（ふじた あかね）
＜⽣配信 URL＞
・バンダイチャンネル︓http://live.b-ch.com/ajpresentation
・ニコニコ⽣放送

︓http://live.nicovideo.jp/gate/lv310181105

【AnimeJapan プレゼンテーション概要】
名称

︓ AnimeJapan プレゼンテーション

会期

︓ 2018 年 1 ⽉ 26 ⽇(⾦)

会期時間

︓ 開場 18:30

会場

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

内容

︓ AJ オープンステージプログラム発表

開演 19:00 終了 20:30 予定

「AnimeJapan 2018」主催企画の最新情報発表
登壇者予定

︓鈴⽊ 崚汰（すずき りょうた）
藤⽥ 茜（ふじた あかね）
AnimeJapan 実⾏委員会

ほか

AnimeJapan 2018 開催概要
催事名称

︓ AnimeJapan 2018

会場

︓ 東京ビッグサイト (〒135-0063 東京都江東区有明 3-10-1)
東展⽰棟 東 1-8 ホール [メインエリア]
会議棟 1F レセプションホール [ビジネスエリア]

メインエリア会期 ︓ 2018 年 3 ⽉ 24 ⽇(⼟)・25 ⽇(⽇) 会期時間 10:00〜17:00

※最終⼊場 16:30

ビジネスエリア会期︓ 2018 年 3 ⽉ 22 ⽇(⽊)・23 ⽇(⾦) 会期時間 10:00〜17:00

※最終⼊場 16:30

特別協賛

︓ Sony × Fate/Grand Order

協賛

︓ ゴジラ・ストア × TOHO animation STORE／LIVE DAM STADIUM／株式会社 SANKYO／
d アニメストア／フィールズ株式会社

後援

︓ 経済産業省／⼀般社団法⼈ ⽇本動画協会／コミック出版社の会

主催

︓ ⼀般社団法⼈アニメジャパン

展開内容

︓ 出展ブース（展⽰・物販・イベントなど)／特設ステージ／
ビジネスエリア ※会議棟 1F レセプションホール／主催企画 など展開予定

⼊場券

︓ 2018 年 1 ⽉ 27 ⽇(⼟)より販売開始
事前販売

中学⽣以上︓1,800 円(税込)／⼩学⽣以下︓無料

当⽇券

中学⽣以上︓2,200 円(税込)／⼩学⽣以下︓無料

公式サイト

︓ http://www.anime-japan.jp

公式 Twitter

︓ @animejapan_aj (ハッシュタグ︓#animejapan)

事務局

︓ AnimeJapan 運営事務局
[株式会社 ソニー・ミュージックコミュニケーションズ]

ファミリーアニメフェスタ 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) 会期時間 10:00〜17:00

※最終⼊場 16:30

特別協賛

︓ Sony × Fate/Grand Order

協賛

︓ ゴジラ・ストア × TOHO animation STORE／LIVE DAM STADIUM／株式会社 SANKYO／
d アニメストア／フィールズ株式会社

後援

︓経済産業省／⼀般社団法⼈ ⽇本動画協会／コミック出版社の会

主催

︓ ⼀般社団法⼈アニメジャパン

展開内容

︓ 出展ブース（展⽰・物販・イベントなど) ／ファミリーステージ／ファミリーフードパーク／
プレイコーナー／キッズワークショップコーナー

⼊場料

︓ 無料 ※⼩学⽣以下及びその保護者のみ⼊場可能

公式サイト

︓ http://www.family-animefesta.jp

事務局

︓ AnimeJapan 運営事務局

など展開予定

[株式会社 ソニー・ミュージックコミュニケーションズ]
※Sony × Fate/Grand Order は、ソニー株式会社と Fate/Grand Order の共同協賛です。

