ワンダーフェスティバル 2018[ 夏 ] 会場内イベント タイムテーブル
10:00

11:00

a.（1 ホール）

12:00
11:10〜11:50

10:30 〜 11:00

13:00

14:00

15:00

14:00~14:50

12:00~12:40

『Thunderbolt Fantasy
13:00~13:40
TVアニメ
にこにこみっくがーるず TVアニメ
東離劍遊紀2』
『RELEASE THE SPYCE』
ワンホビ出張版 昼の部 『ウマ娘 プリティーダービー』 Orange Rouge
ステージ
ステージ
(オランジュ・ルージュ)
ステージ
「刀剣乱舞-ONLINE-」ステージ七
http://whl4u.jp/stagehiru/

WONDERFUL HOBBY LIFE
オリジナルデザインうちわ配布
FOR YOU!!28

16:00

15:00~15:40

17:00

16:00~16:40

TVアニメ
「SSSS.GRIDMAN」
ステージ

アイドルマスター ミリオンライブ！
／ワンフェス サマーステージ 2018

※予定数量に達し次第終了

http://whl4u.jp/booth/

10:00 〜 17:00（予定）

ワンホビワークショップ（「 ねんどろいど 面相チャレンジ」「出張！ねんどろいどフェイスメーカー」「ぴよくる チャレンジ」）
※有料コーナーとなります。詳細はホームページをご覧ください
http://whl4u.jp/workshop/

1-03-01

10:00 〜16:00

株式会社ピーエムオフィスエー

1-05-01

製品お試し、原型師による遊び方のレクチャー
新製品プラアクト牙王おさわりコーナー
※製品の体験をした方に先着で「角トラス：お試し版」をプレザント
①10:00 〜 11:00

GodHand- ゴッドハンド -

②12:00 〜 13:00

③14:00 〜 15:00

TOY ラジ（ニコ生）現地生配信

TOY ラジ（ニコ生）現地生配信

TOY ラジ（ニコ生）現地生配信

ゴッドハンド商品 PR やゲストトーク

ゴッドハンド商品 PR やゲストトーク

ゴッドハンド商品 PR やゲストトーク

http://live.nicovideo.jp/gate/lv314363602
2-07-01

16:00 〜 16:30

13:00〜13:30

バンドリ！ガールズバンドパーティ
スペシャルトークショー

セガ ラッキーくじ
ペルソナ５発売決定記念トークショー

株式会社セガ・インタラクティブ

観覧整理券の募集は終了しています

10:00 〜 10:30

11:30 〜 12:00

モルガナ グリーティング

モルガナ グリーティング

観覧整理券の募集は終了しています

15:00 〜 15:30

16:30 〜 17:00

モルガナ グリーティング

モルガナ グリーティング

「ペルソナ５」から”モルガナ”が遊びにきてくれます！そして、
”モルガナカー”を設置予定です！

http://segaplaza.jp/info/page.php?data_id=369
2-10-01

11:30 〜 12:30

プラッツ / エフトイズ

よみがえる空
-RESCUE WINGS- BD-BOX
発売記念トークショー

13:00 〜 13:30

14:00 〜 14:30

16:00 〜 17:00

ガールズ & パンツァー トークショー
" これが俺たちの模型戦車道 !
イギリス戦車もいいぞ !! "

シモムラアレック
トークイベント

エフトイズ
トークイベント

http://platz-media.com/blog/2018/07/24/wfs2018-talkshow/
2-27-01

13:00 〜 16:00

10 分のトークイベント ×5 回程度

すーぱーそに子イベント生配信

ニトロプラス

ブース内モニターを使用し、すーぱーそに子とリアルタイムで会話ができるという企画

https://www.nitroplus.co.jp/special/wf2018_s/
f.（3 ホール）

11:30 〜 11:50

12:30 〜 13:00
WF LIVE

プロモーションイベント

14:00 〜 14:20
トークイベント

15:00 〜 15:20
WF LIVE

『はちきんガールズ･石川彩楓』『アニメと特撮の
『sugartrap』
『志国高知幕末維新博
アーカイブを語る』
× トランスフォーマー』

高知ブース

12:00 〜 12:20
トークイベント

（海洋堂ホビー館四万十ほか）

13:30 〜 13:50
トークイベント

14:30 〜 14:50
トークイベント

『2001 年宇宙の旅
『アートプラ大賞を
ディスカバリー号製作裏話』 語る』
3-06-01

15:30 〜 16:30
トークイベント

『クレクレタコラ 襲撃』『マシーネンクリーガー』

12:00 〜12:15

ウルトラセブンとサトミ隊員（鵜川薫さん）が海洋堂ブースに来場
海洋堂ウルトラセブンの公開取材

（株）海洋堂

プレス向け撮影会ですが一般の方もぜひお越しください

3-07-01
イベント限定販売「カプセルくじ」 ※予定数量に達し次第終了
1 回 ¥1500

株式会社ケンエレファント

ケンエレファントのなつまつり

※予定数量に達し次第終了

縁日ゲームでカプセルアイテム販売

縁起物百貨店 POP UP SHOP

※予定数量に達し次第終了

http://engimono-store.com/pop-up-shop/
3-15-01

13:00 〜 13:30

随時

エコーテック株式会社

第二部：15:30 〜 16:30

第一部：14:00 〜 15:00

長谷川迷人の道具は使ってなんぼです。 長谷川迷人の道具は使ってなんぼです。
鈴木典孝先生のサイン会
超音波カッター実演トーク
超音波カッター実演トーク
もけ部活動記録集購入者限定
会場販売予定1,000円(税込) ※通常1,200円+tax
※500円クジで、もけ部活動記録集をあてた方はOK

超音波カッター試遊会
終日

キリカ＆もけ部クジ ※予定数量に達し次第終了
超音波カッターZO-40が当たる１回５００円
https://echotech.co.jp/news/ワンダーフェスティバル出展に関して

3-19-01
株式会社アニプレックス

『Fate/Grand Order Duel -collection figure-』体験会
10:00 〜 10:30

10:45 〜 11:15

11:30 〜 12:00

12:15 〜 12:45

13:00 〜 13:30

13:45 〜 14:15

14:30 〜 15:00

15:15 〜 15:45

16:00 〜 16:30

※各回定員 6 名

https://duel.fate-go.jp
3-22-01

13:00 〜 14:00

14:30 〜 15:00

ラジオ フレームアームズ・ガール改
in ワンダーフェスティバル 2018[ 夏 ]

株式会社 壽屋

出演：佳穂成美（轟雷役）
綾瀬有（スティレット役）
長江里加（バーゼラルド役）

https://www.kotobukiya.co.jp/event/event-146477/
3-23-01

16:00 〜 17:00

フィギュア道
スペシャルトークショー
出演：生天目 仁美 （声優：逸見エリカ役）
杉山 潔（バンダイナムコアーツプロデューサー）
稲田 翔威（コトブキヤ宣伝ランナー）
えーきち（コトブキヤ営業）

メガミデバイス トークショー
出演：鳥山 とりを（ランペイジ）、
浅井 真紀（プラスチカ）、
野内 秀彦（コトブキヤ）
特別ゲスト：柏木 准一
（株式会社ピラミッド代表取締役社長）

10:00 〜 16:00

新作アーケード「星と翼のパラドクス」の試遊
星と翼のパラドクス

2018 年秋稼働予定のスクウェア・エニックスが贈るアーケード向け完全新作ゲーム「星と翼のパラドクス」の試遊機
話題のハイスピード対戦メカアクションゲームを体験しよう
※試遊は無料ですが事前に整理券配布。混雑時は試遊イベントの制限など予告なくインベント内容が変更となる場合がございます。
https://www.kotobukiya.co.jp/event/event-146477/

h.（4 ホール）

13:00〜13:45

14:00〜14:45

15:05〜15:50

新バージョンでさらに進化！
ZBrushCore2018 の底力

Fusion 360 で創り出す
メカモデリング

上海ワンフェスの興奮と 「ウルトラモデラーズ」
CG クリエイターの可能性 ここに推参 !!

16:05〜16:50

随時

３D-GAN

デジタル原型のための 3D モデリング体験コーナー
ワコムの最新ペンタブレットを体験しよう！

http://wf.kaiyodo.net/uploads/180719̲wf18̲summer̲ﬂy̲web.pdf

4-01-02

①11:00 〜11:30

②15:30 〜16:00

ウルトラセブン
＆サトミ隊員（鵜川薫さん）撮影会

フィギュア王 ×ＣＣＰ

ウルトラセブン
＆サトミ隊員（鵜川薫さん）撮影会

①②とも製品購入者各先着 30 名様に撮影会整理券配布

4-02-03
エイブルリフォーム株式会社

SNS キャンペーン

※予定数量に達し次第終了

エイブルリフォームの SNS アカウントをフォローしてエイブルリフォームのブースの写真を撮って投稿していただいた方へプレゼントをさしあげます

https://able-reform.com/wonder-festival/
4-03-04

随時

アドウイクス株式会社
4-04-01

3D プリンタのデモ実演、サンプル配布

終日

Wonderful Works

輝夜月うちわ配布

※予定数量に達し次第終了

フリーゾーン（3 ホール南）

12:00 〜16:00

日本赤十字社
千葉県赤十字血液センター

献血にご協力ください！

献血
抽選で次回ワンフェスご招待（ワンフェスガイドブック引換の招待状）

https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/chiba/index.html

以上 7 月26 日現在の情報です
まだ順次追加予定ですので日をおいてご覧ください

展示

配布・販売など

トークイベント・ステージ

その他

※卓番号順、敬称略

