報道関係者各位

2019 年 10 月 1 日
一般社団法人アニメジャパン

情報解禁：10 月 1 日（火）13:00

令和初！AnimeJapan のテーマは「和」！
世界最大級のアニメイベント

『AnimeJapan 2020』
公式サイトがリニューアルオープン！

10 月 1 日(火)よりブース＆ステージ出展社の募集を開始！

一般社団法人アニメジャパンは、2020 年 3 月 21 日(土)～24 日(火)に東京ビッグサイトで開催する世界最大級のア
ニメイベント「AnimeJapan 2020」「ファミリーアニメフェスタ 2020」の開催に伴い、10 月 1 日より公式サイトのリニューア
ルオープン、ならびに出展社募集を開始しました。出展募集は 11 月 15 日（金）まで。

令和初の AnimeJapan のテーマは「和」。 「和」から連想される様々な魅力あふれる企画を開催。 「AnimeJapan

2020」「ファミリーアニメフェスタ 2020」の出展資格は、メーカー・プロダクション・出版社はもちろん、音楽・ホビー・自治体・学
校など、アニメを取り巻く多くの企業・団体と様々。今回のみ、会場はビッグサイト東展示棟から西・南展示棟となります。

出展の詳細は、AnimeJapan 2020 公式ウェブサイトまで
https://www.anime-japan.jp/exhibition2020/
■AnimeJapan 2020 https://www.anime-japan.jp
パブリックデイ会期：2020 年 3 月 21 日(土)・22 日(日) 9:00～17:00 ※最終入場 16:30
ビジネスデイ会期 ：2020 年 3 月 23 日(月)・24 日(火) 10:00～18:00 ※最終入場 17:30
■ファミリーアニメフェスタ 2020 http://www.family-animefesta.jp
会期：2020 年 3 月 21 日(土)・22 日 (日) 10:00～17:00 ※最終入場 16:30

「平成」が終わり、
「令和」を迎え、AnimeJapan も時代を跨いだイベントとなりました。
ここまで大きなイベントを続けて来ることができたのは、出展社・協賛社の皆さまの多大なるご協力や AnimeJapan を楽しんで頂ける
多くのお客様のおかげです。
この場を借りて、御礼申し上げます。

さて、7 年目を迎えた今回の AnimeJapan のテーマは「和」。

令和の「和」
。
世界から注目されている今だからこその日本の「和」
。
アニメ業界が一丸となって開催する AnimeJapan としての「和」
。
そして、多くの人々が集まることによって足し算的に面白くなっていく「和」。

「和」にこめられた様々な意味を、今回の AnimeJapan で表現します。

令和初の AnimeJapan！
初心に返る想いで、日本の誇るアニメの素晴らしさを業界の皆様と共にお届けし、
今回もお客様が“和”気あいあいと楽しめる場を提供できるように、主催者一同、全力で取り組みます。
皆さま、一緒に盛り上がっていきましょう！！
AnimeJapan 実行委員会 総合プロデューサー

今回の AnimeJapan の主なポイント！
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来場者 15

万人！

出展社数 241

社を超える世界最大級のアニメイベント！

さらに約 30 カ国からの海外バイヤー来場や、1,300 名を越える国内外のプレス来場など、年々注目度も高くなる AnimeJapan！

令和初の AnimeJapan！

テーマは「和」

日本の「和」だけでなく、アニメ業界が一丸となった「和」など、「和」に込められた様々な意味を表現！

もちろんやります、AJ ステージ！さらにオープンステージも展開！
より多くのアニメファンと一緒に盛り上がれるオープンステージを 2 つ設置！

開催時間は

9:00～17:00

へ拡大！

より多くのアニメコンテンツに触れて頂けるよう、前回より 1 時間早く入場を開始！

ビジネスエリアは

3 月 23 日(月)・24 日(火)

の平日に開催！

パブリックデイでの発表やそれに対するファンの反応をダイレクトに商談に活かせるよう、今回もパブリックデイの後にビジネスデイを開催！

AnimeJapan 2020 / ファミリーアニメフェスタ 2020 のご紹介
AnimeJapan を盛り上げて頂く多くの企業出展ブースはもちろん、さらに AnimeJapan を盛り上げる主催者施策をご紹介！

AJ ステージ
1,000 人キャパのステージ、700 人キャパのステージ、合計 2 つのエンターテインメント
性溢れるステージを実施！最終回間近の大人気作品や、期待溢れる最新アニメ作
品の「トークイベント」「ライブイベント」など様々なステージが繰り広げられます。
※AJ ステージは事前募集・抽選制のクローズドステージです

オープンステージ
より多くのアニメファンのみなさんと一緒に盛り上がれるよう、どなたでも自由に観覧可能な 2 つのオープンステージを実施！最新アニメ作品のトークイベント
など様々なステージが繰り広げられます。

コスプレイヤーズワールド
定番のオフィシャル背景のほか、大好評の来場者が参加できる「コスプレパレード」等、
エンターテインメント性溢れるコスプレエリアを目指します。
コスプレイヤーズワールドの情報はコチラもチェック
公式 Twitter アカウント ＠AnimeJapan_Cos

オフィシャルグッズ
“和”をテーマに描き下ろされたイラストを使用した AnimeJapan ならではのグッズの
制作、販売を実施します。

アニメ化してほしいマンガランキング
「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、アニメを愛する人の共通
の願い！そんな皆様の切なる希望を集めて、「アニメ化してほしいマンガランキング」を開
催いたします。

Production Works Gallery
「アニメ創りに、憧れを。」 アニメの制作フローやクリエイターに焦点をあてたアニメ創り
の楽しさを、展示を通して紹介します。

ビジネスエリア
世界約 30 カ国からの海外バイヤーが来場し、国内外確度の高い様々なビジネス商
談が行われています。 また、アニメビジネスに関する相談窓口があるなど、初めてアニメ
ーションビジネスに関わる方にも安心のエリアです。
※3 月 23 日（月）24 日（火）開催

ファミリーアニメフェスタ 2020
キャラクターステージや着ぐるみキャラクターとのグリーティング、プレイコーナーなど、ファミリ
ー向けのコンテンツを集めたファミリーアニメフェスタは今回も入場無料で楽しめます。

※内容は変更になる場合もございます。 ※写真は前回実績もしくはイメージです。

開催概要
催事名称

AnimeJapan 2020 / ファミリーアニメフェスタ 2020

会場

東京ビッグサイト (〒135-0063 東京都江東区有明 3-11-1)
◇西展示棟／南展示棟 [AnimeJapan 2020 メインエリア]
◇会議棟 6F&1F [AnimeJapan 2020 ビジネスエリア]
◇西展示棟 1 ホール [ファミリーアニメフェスタ 2020]

会期

◇メインエリア 2020 年 3 月 21 日(土)・22 日(日) 9:00～17:00 ※最終入場 16:30
◇ビジネスエリア 2020 年 3 月 23 日(月)・24 日(火) 10:00～18:00 ※最終入場 17:30
◇ファミリーアニメフェスタ 2020 年 3 月 21 日(土)・22 日(日) 10:00～17:00 ※最終入場 16:30

主催

一般社団法人アニメジャパン

展開内容

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

想定来場者数

150,000 人（前回 146,616 人）

入場券

2020 年 1 月下旬予定
事前販売 中学生以上：1,900 円(税込)／小学生以下：無料
当日券

中学生以上：2,300 円(税込)／小学生以下：無料

※ビジネスエリアへの入場には「ビジネス来場登録」が必要です。
※ファミリーアニメフェスタは入場無料です。ご入場は、小学生以下及びその保護者に限ります。

公式サイト

https://www.anime-japan.jp/

Twitter

@animejapan_aj

事務局

AnimeJapan 運営事務局 [株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ]

＜AnimeJapan 2020 に関する報道関係者からのお問合せ先＞
AnimeJapan 運営事務局
TEL：03-5786-8894
E-mail：jimukyoku_smc@anime-japan.jp

