ワンダーフェスティバル2015[夏]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.（1ホール）

WONDERFUL HOBBY LIFE
FOR YOU!!22

ミニライブ（10：20～10：50）
Opening Act 「Wake Up, Girls！続・劇場版」
ステージ
キャスト7名によるミニライブを開催！

整理券など詳細

トークショー（11：10～11：40）
新ブランド Orange Rouge「刀剣乱舞
-ONLINE-」ステージ
斉藤壮馬、佐藤拓也 、市来光弘 、
松澤千晶による新作フィギュアの紹
介イベント
※優先観覧エリア入場整理券あり

トークショー（11：50～12：20）
「劇場版 蒼き鋼のアルペジオ
-‐アルス・ノヴァ-‐ Cadenza」
トークイベント
渕上舞、M・A・Oによるトーク
イベント
※優先観覧エリア入場整理

トークショー（12：30～13：00）
TVアニメ「干物妹！うまるちゃん」
トークイベント
田中あいみ 、影山灯 、白石晴香 、
古川由利奈によるトークイベント

トークショー（13：10～13：45）
「ケイオスドラゴン」合同スペシャ
ルステージ-‐TVアニメ"赤竜戦役
"×スマホゲーム"混沌戦争"の声
優によるトークイベント

発表会（13：55～14：20）
バンダイビジュアル オリジナル新
作アニメ発表会
ステージにて、オリジナル新作ア
ニメの概要とその出演キャストを
発表！！

ミニライブ（14：30～15：00）
Yun*chi×「うーさーのその日暮
らし 夢幻編」スペシャルライブ
主題歌「Lucky	
  G irl*」を歌う、
Yun*chiさんのライブイベント

ミニライブ（15：15～15：55）
ねんどろいどこ～でPresents	
  プリパ
ラドリームライブ
茜屋日海夏、 芹澤優、久保田未夢、
山北早紀、 澁谷梓希、 若井友希
によるトーク&ライブ
※優先観覧エリア入場整理券あり

17：00
閉場

ライブ（16：05～16：55）
【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 ワンフェスサマー
ステージ
大橋彩香 、桜咲千依 、渕上舞 、松井恵理子 、
佳村はるかによるトークとライブ
※優先観覧エリア入場整理券あり

1-08-01
展示（15：00〜17：00）
空母「赤城」で実際に使用された信号ラッパの展示
日本海軍の爆撃機「一式陸上攻撃機」実機の部品（椅子、風防（アクリル）など）の展示。

江戸まとい

1-08-02
展示（終日）
映画「プレデター２」にて撮影に使用された、スタン・ウィンストン製作の
プレデター2オリジナルプロップを展示

CoolProps

1-09-01

物販開始（なくなるまで）/グッズ配布（なくなるまで2000部配布)

オーキッドシード

b.（2ホール）
■電撃ホビーウェブ
「ワンフェス速報レポート」
電撃ホビーウェブ http://hobby.dengeki.com/
電撃ホビーウェブがワンフェス会場から、速報レ
ポートをお届け！
ホビー専門サイトならではの圧倒的密度のレポー
トにご期待ください。

電撃ホビーウェブ

公開放送（12：00～12：30）
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2015［夏］
●番組概要
『ウルトラマン』シリーズの怪獣や宇宙人た
ちを人気絵師が擬人化していく『ウルトラ怪
獣擬人化計画』。今回はウルトラ怪獣代表
論客としてマグマ星人を迎え、本計画の企
画概要、現状報告のうえ、今後の課題検討
を行ないます。あなたの一票で次の擬人化
キャラクターが決定する投票企画も実施予
定!その清き一票がこの本計画の未来を左
右する!?
●出演
司会：マグマ星人
アシスタント：ベムスターちゃん
ガッツ星人 他

■dwango公式ニコニコ生放送＆YoutubeLive公開
放送
「電撃ホビーウェブ presents	
  電ホビ.chin	
  ワンダー
フェスティバル2015［夏］」
ニコニコ生放送 視聴ページ
http://live.nicovideo.jp/watch/lv228265099
YoutubeLive 視聴ページ
https://www.youtube.com/watch?v=wKYy3gVvq8w

公開放送（12：45～13：15）
『宇宙戦艦ヤマト2199	
  艦艇精密機械画集』
発売記念！ 作例も企画中!?
●番組概要
7月31日発売『宇宙戦艦ヤマト2199
艦艇精密機械画集』（マッグガーデン刊）に
ついて、概要のほか、その魅力や製作秘
話を、モデラー・桜井信之ナビゲーションの
もと宇宙戦艦ヤマト2199・チーフメカニカル
ディレクターの西井正典に語ってもらいま
す。そこに描かれたヤマトやガミラス艦艇
の超絶ディーテールは、ヤマトファンはもち
ろん、模型ファン必見の内容となっていま
すので、お見逃しなく！
●出演
西井正典（宇宙戦艦ヤマト2199・チーフメカ
ニカルディレクター）桜井信之（モデラー）

公開放送（13：30～14：00）
『結城友奈は勇者である』友奈単独活動報告
in	
  ワンダーフェスティバル2015［夏］
●番組概要
結城友奈役・照井春佳をお招きし、TVアニメ
『結城友奈は勇者である』の最新情報をお届け
します。照井さんたちが訪れた香川への卒業
旅行の思い出を写真と映像で振り返るスペ
シャルコーナーや、各社から発売されるフィ
ギュア情報はもちろん、電撃G’sマガジン9月号
（7月30日発売）から連載がスタートするイラス
トノベル『乃木若葉は勇者である』についても、
ここでちょっとだけ先だししちゃいます!!
●出演
照井春佳（結城友奈役）木下哲哉（ポニーキャ
ニオン・プロデューサー）小荒井孝典（電撃ホ
ビーウェブ編集長）司会：新井里美（声優）他

公開放送（14：20～17：00）
電ホビ フィギュアマニアックス in	
  ワンダーフェスティバル2015[夏]
●番組概要
声優・新井里美が、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バッチリご紹介！ まさ
に最新、最速の最強レビューです。
●出演
司会：新井里美（声優）
各メーカー担当者

e.（2ホール）
整理券（無料）
・1回目配布10：00から

ホビージャパン

第1部と第2部の【整理券】配布（先着80名様）
・2回目配布13：30から
第3部と第4部の【整理券】配布（先着80名様）

撮影会（11：00～11：30）
『ビキニ・ウォリアーズ』公式コスプレイヤー撮影会
第1部 定員40名 ※整理券が必要

撮影会（12：30～13：00）
『ビキニ・ウォリアーズ』公式コスプレイヤー撮影会
第2部 定員40名 ※整理券が必要

撮影会（14：00～14：30）
『ビキニ・ウォリアーズ』公式コスプレイヤー撮影会
第3部 定員40名 ※整理券が必要

撮影会（15：30～16：00）
『ビキニ・ウォリアーズ』公式コスプレイヤー撮影会
第4部 定員40名 ※整理券が必要

配布場所：「ホビージャパン」ブース『ビキニ・ウォリ
アーズ』特設コーナー前

2-03-01
株式会社バンダイ コレクター
ズ事業部
2-04-01

体験（終日）
試遊イベント（フィギュアのタッチ＆トライ）
「S.H.Figuarts	
  矢澤にこ（僕らは今のなかで）」・「アーマーガールズプロジェクト 艦これ 大和改」の
タッチ＆トライを実施。最新の工場サンプルを触れる機会です。
ペーパーバッグ配布（ ～なくなるまで）
【ペーパーバッグサンプリング】（10：00～配布終了）
A2横ペーパーバッグの配布（なくなり次第終了）

あみあみ

トークショー（14：00～15：30ごろ）
「れい＆ゆいの文化放送ホームランラジオ！」公開収録
※閲覧券は完売となっております。

2-06-01
体験（終日）
「キューポッシュ」シリーズ試遊会「とらいみー」
デフォルメ可動フィギュア「キューポッシュ」シリーズのサンプルを多数用意。発売中の商品
はもちろん、発売前のサンプルも持ち込み予定。色んなポーズを試したり、シリーズ統一規
格なので着せ替えしたり･･･「キューポッシュ」シリーズをお楽しみください♪

体験（12：00～13：00）
『ZOIDS』HMMシリーズ新作「デススティンガー原
型」360度回転画像体験
原型の360度画像をステージの大画面に映し、お
客様に実際に操作して頂けます。

トークショー（13：30～14：00）
新タイトルプラモデル商品化トークショー(仮)
原型師・浅井真紀をゲストに迎えてのトーク
イベント

トークショー（14：30～15：00）
PSO2朱鬼姫シキ&藍鬼姫シキ商品化トークショー
原型師・浅井真紀、『PSO2』プロデューサー酒井
智史（セガゲームス）をゲストに迎えてのトークイ
ベント

トークショー（15：30～16：00）
新シリーズトークショー（仮）
プラモデル新シリーズのトークイベント、
ゲストは当日発表予定です

株式会社 壽屋
体験（10：30～11：30）
『ZOIDS』ZAシリーズ「ムラサメライガー」試遊会
発売前のアクションフィギュアサンプルを実際に
触っていただけます。イベント中は企画担当も常
駐していますのでご質問も受け付けています。

体験（14：00～15：00）
『ZOIDS』ZAシリーズ「ムラサメライガー」試遊会
発売前のアクションフィギュアサンプルを実際に
触っていただけます。イベント中は企画担当も常
駐していますのでご質問も受け付けています。

体験（16：00～17：00）
『ZOIDS』ZAシリーズ「ムラサメライガー」試遊会
発売前のアクションフィギュアサンプルを実際に
触っていただけます。イベント中は企画担当も常
駐していますのでご質問も受け付けています。

2-08-01
受付開始時間10：00～
当日、会場でキャラグミンをお買い上げいただいたお客様を対象に「キャラグミン教室」を行います。
教室では、「お客様ご自身の手でフィギュアを組み立てる楽しさ」を、ボークスフィニッシャーが直
接、お客様にお伝えします!!
ワンフェス会場でキャラグミンをお買い上げいただいた方なら、どなたでも無料でご参加いただけま
す。工具類の無料貸し出しも行いますので、是非お気軽にご参加ください！
※教室は座席数に限りがあります。定員に達し次第、受付を終了いたします（見学は自由です）。

ボークス

体験（15：00～17：00）
キャラグミン組み立て教室2回目
※12名 受付10：00〜（見学は自由です）

体験（12：00～14：00）
キャラグミン組み立て教室1回目
※12名 受付10：00〜（見学は自由です）

2-09-01

黄金鯱伝説グランスピアー
with花もぐら楽天市場店

整理券
1,000円で整理券購入、または商品2,000円分お買
い上げのお客様に1枚整理券配布。それぞれ先着50
名様（1度のお買い物につき、整理券はグランスピ
アー・木島杏奈 各1枚ずつまで。列がある場合はお
手数ですが、並びなおしてお買い求めいただき追
加配布。）

サイン会（13：00～）
木島杏奈（帯刀 楓役）サイン会
※整理券が必要

サイン会（11：00～）
グランスピアーサイン会
※整理券が必要

撮影会（14：00～）
グランスピアー２ショット撮影会
※整理券が必要

撮影会（15：00～）
木島杏奈（帯刀 楓役） ２ショット撮影会
※整理券が必要

2-09-02

株式会社エアテックス

体験（終日）
・エアブラシでできること。ボディアート体験
・Harder	
  &	
  Steenbeck	
   エアブラシ体験コーナー

2-10-01
トークショー（15：00～）
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!!"
山田卓司（プロモデラー）・おっちょ（デジタル原型師）、杉山潔(バンダイビジュアルプロデューサー)をお招
きし、ガールズ&パンツァーに登場する戦車やキャラクターなどの模型に関するトークショーを開催。
ガールズ&パンツァーをきっかけに戦車模型に目覚めた初心者でもできる戦車模型の作り方や、ワンラン
ク上の戦車模型をめざすモデラーの皆さんに、プロモデラーのテクニックを伝授!?また、戦車だけではなく
フィギュアの製作についてもプロの技をお伝えします!さらに、11月21日公開予定のガールズ&パンツァー
劇場版の最新情報も飛び出すかも?ガールズ&パンツァーファン必聴のトークイベントです。

プラッツ/エフトイズ

2-19-01
トークショー（13：30～）
1/3000	
  横須賀軍港 製作＆トークショー
新製品「1/3000	
  横須賀軍港」の製作と開発秘話を交えたトークショー。
その他当日発表新製品の開発秘話もあるかも!?
出演：五十嵐浩子(声優)・香坂きの(プラモアイドル)・タイガー(弊社開発スタッフ)

トークショー（11：00～）
カーモデルEASY	
   製作＆トークショー
宣伝大使のお二人をお迎えしてカーモデルEASY製
作とトークショー
出演：五十嵐浩子(声優)・香坂きの(プラモアイド
ル)・タイガー(弊社開発スタッフ)

フジミ模型株式会社

f.（3ホール）
海洋堂ホビー館四万十、
海洋堂かっぱ館、
まんが王国･土佐

イベント（15：00～）
第4回カッパ造形大賞表彰式
約400点の応募作品を展示中

ミニライブ（13：00～）
はちきんガールズ ミニライブ
※グッズ販売有り

ミニライブ（11：00～）
はちきんガールズ ミニライブ
※グッズ販売有り

3-02-02

GSIクレオス ホビー部

3-11-02

実演（終日）
プラモデル製作ステップアップ講座
１．スケールモデルを組立ててみよう！ AFVクラブ 1/35	
  M 60A1	
  パットン
２．スミ入れでお手軽フィニッシュをしてみよう！ ウェーブ 1/2000	
  東京都庁
３ 洋上迷彩塗装にトライ！ ホビーマスター 1/72	
  F-‐35A

４．デカールを貼り付けよう！ ファインモールド 1/200	
  ジェイ・エア MRJ90
５．エッチングで精密ディテールを再現！ 1/350	
  海上自衛隊 ミサイル艇 PG-‐824	
  はやぶさ＆専用エッチング

スタンプラリー（～景品がなくなるまで）

タカラトミーアーツ

3-12-01

イベント（10：00〜16：45）
３社合同企画 プリパラ スタンプラリー in	
  ワンダーフェスティバル
タカラトミーアーツ/コスパ/WONDERFUL HOBBY LIFE FOR YOU!!22の各ブースに設置されていますプリパラのキャラクタースタンプを各ブースで配布している専用の
台紙に押して、タカラトミーアーツのブースまでお持ちいただきましたら、先着で「らぁらデビュー１周年記念」 のオリジナルステッカーを１名様につき１枚お渡しいた
します。（景品数が当日の準備数に達した場合は配布終了となります）

ツイート連動無料ガチャ（～景品がなくなるまで）

ガチャコーナー

3-18-01

イベント（終日）
無料ガチャ
指定のツイートをリツイートで、無料ガチャがその場で一回回せる！
さらに当たりが出たら、豪華景品プレゼント！(景品なくなり次第終了)

ニパ子ラッピング全日本ジムカーナ車両展示

GodHand-ゴッドハンド-

車両展示（終日）
ニパ子ラッピング全日本ジムカーナ車両展示
競技車両（スイフト）を1台展示。自由に撮影できるようにする。
（お昼すぎにドライバーによる車両の説明をしてもらう予定）

体験（終日）
商品体験コーナー
新商品、並びに既存商品の体験コーナーを用意。

撮影イベント（終日）
レイヤー撮影コーナー
競技車両脇でレースクイーン（レイヤー）撮影ブース用意

展示・体験（終日）
トミーテックコラボレーション「技MIX展示コーナー」
ニパ子コラボレーション「アルティメットイーグル」の展示、
トミーテック担当による説明、プレゼント企画開催

3-19-02
トークショー（13：30～14：00）
この夏、注目のＴＶアニメ「がっこうぐらし！」
に出演の小澤亜紀、Ｍ・Ａ・Ｏ、加藤英美里に
よるスペシャルトークショーを開催します！！

ディ・モールト ベネ

トークショー（15：30～16：00）
この夏、注目のＴＶアニメ「がっこうぐらし！」
に出演の小澤亜紀、Ｍ・Ａ・Ｏ、加藤英美里に
よるスペシャルトークショーを開催します！！

g.(4ホール)
3D-GAN
ステージ詳細

トークショー（11：00～12：30）
エヴァ初号機のデジタル原型メイキング
登壇者：小野寺暢（３DCGスクール［Alchemy］）

トークショー（13：00～14：00）
Pixologic ZBrush4R7の機能と無料体験版の紹介
登壇者：トマ・ルッセル（Pixologic社）

トークショー（14：20～15：00）
スタジオココ 等身大フィギュア製
作と3Dプリント技術
登壇者：スタジオココ

トークショー（15：20～16：00）
デジタルモールドを用いた少量生産への取
り込み
登壇者：橋爪良博（有限会社スワニー）

※敬称略

