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プレスリリース

2018 年２⽉ 14 ⽇
⼀般社団法⼈アニメジャパン

世界最⼤級の総合アニメイベント『AnimeJapan 2018』
◆AnimeJapan 2018 限定オリジナルグッズ発表︕
〜AJ ガチャ(全 27 種)・アクリルキーホルダー(全 20 種)・5 周年記念︕チョコセット販売決定︕〜

◆5 周年記念︕Twitter で投票のコラボグッズ第１弾「SAO」×「ゆゆゆ」T シャツ発表︕

◆コスプレパレード２⽉ 14 ⽇(⽔)より申し込みスタート︕

世界最⼤級の総合アニメイベント『AnimeJapan 2018』は「アニメのすべてが、ここにある。
」をテーマに、出展社 241
社の企業出展、２⽇間で 46 プログラムが実施される AJ オープンステージ、作品連動型のコラボフードやオフィシャル
グッズ販売などを実施し、想定来場者数 150,000 ⼈となる世界最⼤級の総合アニメイベントです。
◆AnimeJapan 2018 限定オリジナルグッズを発表︕
毎年好評で即⽇売り切れとなる AJ ガチャ(全 27 種)をはじめ、アクリルキーホルダー(全 20 種)、チョコセットの販売
が決定しました。これらオリジナルグッズのイラストは、⼀部を除き 5 周年記念として特別に描き下ろされたデザイン
となっております。詳細は公式サイト︓https://www.anime-japan.jp/main/goods/ をご覧ください。
◆5 周年記念︕作品コラボグッズ第１弾、AnimeJapan 5 周年記念︕「SAO」×「ゆゆゆ」T シャツに決定︕
皆様の⼀票でデザインが決まる Twitter 投票も開始︕
◆コスプレパレード２⽉ 14 ⽇(⽔)より申し込みスタート︕
5 周年記念として、コスプレイヤーの皆様で AnimeJapan の会場内をぐるっと周る、コスプレパレードを⾏います。
コスプレパレード申し込み期間︓２⽉ 14 ⽇(⽔)〜3 ⽉ 12 ⽇(⽉)
詳細は公式サイト︓https://www.anime-japan.jp/main/cosplay/ をご覧ください。

AnimeJapan 2018 限定オリジナルグッズ発表
AJ ガチャ(全 27 種)・アクリルキーホルダー(全 20 種)・５周年記念︕チョコセット販売決定︕
https://www.anime-japan.jp/main/goods/
■AnimeJapan 2018 限定 AJ ガチャ ※ランダム販売
⼈気作から最新作まで、様々な絵柄が楽しめる AnimeJapan オリジナルデザインの⽸バッジが、”ガチャガチャ”にてラ
ンダムで購⼊できます。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。
●価格
300 円(税込)

⽸バッジ 1 個

■AnimeJapan 2018 限定アクリルキーホルダー ※ランダム販売
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、20 種のアクリルキーホルダーをラン
ダムで購⼊できます。RED グループ、WHITE グループそれぞれ 10 種に分けて販売します。
●価格
500 円(税込)

アクリルキーホルダー1 個

■AnimeJapan5 周年記念︕チョコセット
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 兄弟の 20 種が 1 セットになった、
AnimeJapan５周年記念︕限定チョコセットです。
●価格
2,400 円(税込)

20 種 1 セット

■AnimeJapan 5 周年記念︕作品コラボグッズ第１弾「SAO」×「ゆゆゆ」T シャツに決定︕
皆様の⼀票でデザインが決まる Twitter 投票も開始︕
5 周年記念として、作品同⼠の夢のコラボグッズを販売。
「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-」の T シャ
ツデザインをみなさんの投票によって決定します︕
A 案、B 案販売するのはどちらか⼀つ︕
AnimeJapan 公式 Twitter にてみなさんの投票お待ちしております。
投票受付期間︓2 ⽉ 14 ⽇(⽔)15:00〜2 ⽉ 16 ⽇(⾦)12:00

コスプレパレード 2 ⽉ 14 ⽇(⽔)より申し込みスタート︕
https://www.anime-japan.jp/main/cosplay/
5 周年記念として、コスプレイヤーの皆様で AnimeJapan の会場内をぐるっと周る、コスプレパレードを⾏います。
実施⽇時︓3 ⽉ 24 ⽇(⼟)、25 ⽇(⽇) 15:00〜16:00※予定
＜コスプレパレード参加⽅法＞
参加の申込には「コスプレのジャンル、⼈数、コスネーム、性別、参加希望⽇」が必要です。
〇申込期間

︓2 ⽉ 14 ⽇(⽔)〜3 ⽉ 12 ⽇(⽉)

〇申込フォーム︓https://pro.form-mailer.jp/fms/0395f0dc139699
※申込多数の場合、抽選となります。
コスプレイヤーズワールド公式ツイッターアカウント⇒＠AnimeJapan_Cos

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)より販売中
事前販売

中学⽣以上︓1,800 円(税込)／⼩学⽣以下︓無料

当⽇券

中学⽣以上︓2,200 円(税込)／⼩学⽣以下︓無料

公式サイト

︓ http://www.anime-japan.jp

公式 Twitter

︓ @animejapan_aj (ハッシュタグ︓#animejapan)

事務局

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

