ワンダーフェスティバル2016[冬]企業ブースイベントスケジュール
時間

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

ブース名

a.
トークイベント(10:10～10:35)
WONDERFUL HOBBY LIFE
FOR YOU!! ミニトークショー

WONDERFUL HOBBY LIFE
FOR YOU!!23

ステージイベント(10:35～
11:10)
虚淵玄 新プロジェクトス
テージ

ステージイベント（12:10～
12:50）
Orange Rouge(オランジュ・ルー
ジュ)「刀剣乱舞‐ONLINE‐」ス
テージ弐
※「優先観覧エリア入場整理
券」有り

ステージイベント(11:25～11:55)
GOODSMILE RACING &
TeamUKYO SUPER GT 王座奪
還決起集会

ステージイベント（13:10～13:40）
TVアニメ「だがしかし」ステージ
※「優先観覧エリア入場整理
券」有り

トークイベント(13:50～14:35)
ウルトラスーパーアニメタイム
Presents「きかせて！ギャル子
ちゃん」公開生放送

ステージイベント(14:45～15:15)
TVアニメ「ブブキ・ブランキ」ス
テージ

ステージイベント(15:25～15:55)
TVアニメ「Dimension W」ステー
ジイベント～ディメステ～

ステージイベント(16:10～16:55)
【エンディングステージ】アイドル
マスターシンデレラガールズ／
３４６プロ ワンフェス ウィンター
トークステージin 2016
※「優先観覧エリア入場整理
券」有り

整理券など詳細

1-05-01

体験イベント（終日）
『ゴッドハンド商品体験会』
ゴッドハンドの最新アイテムの体験コーナー
当日は限定商品として、蒼き鋼のアルペジオとのタイアップ商品を限定販売いたします。

GodHand-ゴッドハンド1-06-01

販売(終日)

江戸まとい

【販売】
当時の海軍軍装を再現した販売員（協力：甲飛喇叭隊第十一分隊）による販売と今回テーマにした遣独潜水艦「伊８」（伊号第八潜水艦）の
乗員のアルバム（実物）及び海軍食器（実物）展示（１５：００から終了まで）

2-13-01

試遊会(終日)
キューポッシュ試遊会 とらいみー in WF2016
冬（艦これ、ガルパン等）
M.S.G新シリーズ発表会（フレームアームズ・
ガール等）

株式会社 壽屋

2-19-01

【資料展示】15:00～閉場

【トークショー】13::00～14:00

【トークショー】15:00～16:00

ペーパーバック配布
トークショー

【ペーパーバック配布】(10時～13時終了予定)
弊社イメージキャラクター「あみこ」のA2横サ
イズペーパーバッグを配布いたします。

あみあみ

2-22-03

【トークショー】(開場12時、開演13時を予定)
弊社提供のラジオ番組「れい＆ゆいの文化放送ホームランラジオ!」（http://media.amiami.jp/hrr）
こちらのパーソナリティ（松嵜麗さん、優木かなさん）によるトークイベント、並びに公開録音となります。
・イベント概要ページ http://media.amiami.jp/20160207_event.htm

実演（終日）
【プロップ展示】
2体の大型ムービーユーズドプロップの展示
詳細は http://www.coolprops.com/ にて随時更新

CoolProps
b.(2ホール)

【トークショー】（13：00～15：00）
長谷川迷人と土居雅博氏の模型実演トーク
ショー

モデルアート

d.(2ホール)

電撃ホビーウェブ

電撃ホビーウェブ presents 電ホビ.ch
in ワンダーフェスティバル2016［冬］
最新のホビー情報を毎日お届けする“電撃ホビー
ウェブ”がワンダーフェスティバル2016［冬］会場か
ら、ニコニコ生放送をお届けします！
ワンフェス会場だからこその最速フィギュア情報
や『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』の人気プ
ラモデルの製作実演、『ボトムズ』とコラボしたバト
ルロボット「ガガンガン」の紹介のほか、『へヴィー
オブジェクト』、『ウルトラ怪獣擬人化計画』の特別
番組など多彩な内容でお贈りします！！
＜関連サイト＞
ワンフェス最新レポートは
⇒電撃ホビーウェブ
http://hobby.dengeki.com/

【公開放送】(10：00～10：30)
●番組名
ようこそ！ワンフェスへ!! 電
ホビ.ch
in ワンダーフェスティバル
2016【冬】プロローグ

【公開放送】（10：40～11：10）
●番組名
教えて、マグマ星人！
『ウルトラ怪獣擬人化計画』 in
ワンダーフェスティバル2016
［冬］

●出演者
司会：舞川れみ
トイズワークス、電撃屋、小
荒井孝典（電撃ホビーウェブ
編集長）
ゲスト：アゾンインターナショ
ナル・おばけん／声優・結月
春菜

●出演者
司会：マグマ星人
キングジョーちゃん、サプライズ
ネクスト、RED染谷、小荒井孝典
（電撃ホビーウェブ編集長）

●内容
ワンフェス当日にお送りする
「電ホビ.ch」の番組紹介や、
ブースでの展示内容、販売
商品の紹介、さらには電撃
ホビーウェブが展開する最
新企画の情報もお届けしま
す。

●内容
マグマ星人が「電ホビ.ch」に再
度襲来!! 大人気『ウルトラ怪獣
擬人化計画』より、サプライズネ
クスト発の最新フィギュアや電撃
Ｇ’ｓマガジンでの新連載の告知
など、内容もりだくさんでお送り
します。人気コスプレイヤー・な
ぎさMK-02さんによる、キング
ジョ―ちゃんにも注目です！

【公開放送】（11：30～11：50）
●番組名
ガガンガン×ボトムズ 衝撃コ
ラボの秘密に迫る！！

【公開放送】(12：10～12：40)
●番組名
TVアニメ『ヘヴィーオブジェクト』ジ
オラマ完成への道

●出演者
司会：舞川れみ
柳生圭太（ランペイジ）、山崎
泰寛（タカラトミー）、渋谷誠（サ
ンライズ）

●出演者
司会：舞川れみ
鈴木絵理、中山信宏プロデュー
サー、サクライ総統、小荒井孝典
（電撃ホビーウェブ編集長）

●内容
昨年発表され、大きな話題と
なったタカラトミーの「ガガンガ
ン 装甲騎兵ボトムズ スコープ
ドッグモデル」。そんな話題作
について、企画がスタートした
経緯や、その魅力・こだわりを
ガッチリとお届け！

●内容
絶賛放送中のTVアニメ『へヴィー
オブジェクト』。TVアニメ化を記念し
て製作された、オブジェクト基地の
巨大ジオラマをワンフェス会場にも
展示！ さらに、ミリンダ役の鈴木
絵理さんと中山プロデューサー、
ジオラマを製作したサクライ総統を
お招きして、ジオラマの製作秘話
や最新アニメ情報などについて語
り尽くしていただきます！

【公開放送】(13：00～13：45)
●番組名
BB-8＆R2-D2がかわいい！
『スター・ウォーズ／フォースの覚
醒』の人気ドロイドを製作！
●出演者
サクライ総統、にゃかむら
●内容
公開から１カ月が過ぎた今もなお、
熱が冷めやらぬ『スター・ウォーズ
／フォースの覚醒』。本作に登場す
るドロイド「BB-8」と「R2-D2」のファ
ンが急増中です！ そこで、電撃ホ
ビー随一の『スター・ウォーズ』ファ
ンであるサクライ総統とにゃかむら
が、「BB-8＆R2-D2」のプラモデル
を実演製作！ 基本工作から塗装
まで見逃せないテクニックをご紹介
します。

【公開放送】(14：00～16：50)
●番組名
フィギュアマニアックス in ワンダーフェスティバル2016［冬］
●出演者
司会：新井里美
各メーカー担当
●参加メーカー
アニプレックス
アルカディア
アルター
キューズQ
グッドスマイルカンパニー
コトブキヤ
タカラトミー
ピーエムオフィスエー
Phat! - ファット・カンパニー FREEing
マックスファクトリー
メガハウス
ユニオンクリエイティブ
（五十音順）
●内容
声優・新井里美さんが、今回のワンフェスに持ち込まれた各社のイチオシアイテムをメーカー担当者さんと共に紹
介します！

3-02
【トークショー】10:30～11：10
メーカー担当者に聞く！製品ＰＲ
トークショー①
～ＧＳＩクレオス編

GSIクレオス ホビー部
ファインモールド
ピットロード＋ペアドット
インターアライド

3-05-01

【トークショー】11：30～12：10
メーカー担当者に聞く！製品ＰＲトー
クショー②
～ピットロード編

【トークショー】12：30～13：10
メーカー担当者に聞く！製品ＰＲトー
クショー③
～インターアライド編

【トークショー】13：30～14：10
メーカー担当者に聞く！製品ＰＲトー
クショー④
～ファインモールド編

WF限定クジ型販売(販売予定数に達した時点で終了）

株式会社ケンエレファント
3-09-01

オーキッドシード

3-11-01

エコーテック株式会社

3-12-01
ガチャコーナー

ぬくぬくセット2016(グッズ)無料配布 （なくなり次第終了）
新商品カタログ・チラシ・グッズ等のDMを
セットにして配布。

終日
【キリカ500円くじ】(終日)
キリカグッズや超音波カッターが当たる！

【第４回キリカをつくろうコンテスト】(終日)
皆さんの投票で優勝が決定！
http://www.us-dolphin.co.jp/us-gadget/

【超音波カッター試遊体験】(終日)
新しい樹脂ヤスリも体験可能！体験者にはク
リアファイル進呈！

無料ガチャ(無くなり次第終了)
海洋堂公式ツイッターをフォロー(予定)で対象
カプセルＱ１回無料！

3-15-01
【トークイベント】（13：00～13：30）
iOS、Androidで好評リリース中の新人声優育
成ゲーム「コエスタ」より、姫宮夏日役の「橋本
ちなみ」さんと河津監督、PLUMスタッフによる
トークショー。ゲーム最新情報や、会場先行
販売の「コエスタ ラバーストラップ」等につい
て触れていきます。

株式会社ピーエムオフィスエー

3-20-01

ボークス

4-02-04

アドウイクス株式会社

【実演、体験コーナー】（開催時間帯未定）
カラーレジンキット実演、ブロッカーズ体験
コーナー、ツール＆マテリアル実演

実演（終日）
【3Dプリンタ実演】
3DプリンタZortrax M200、イベンチュアの2機を使用した出力のデモンストレーション。
従来機M200ももちろんですが、特に新型機【インベンチュア】に興味をお持ちの方に向けて、当日可能な事は全て出来ると良いと思っております。

■3DGAN
2/6(土) 2/7(日) 「Zbrush体験講座(事前受付必要)」
詳細はこちら → http://www.alchemyschool.com/zbrush_course/wf

【座談会】15：00～16：30
メーカー担当者座談会
「模型への異常な愛情 私は如何にして心配するのを止めて模型業界に足
を突っ込むことになったか」

17：00
閉場

