ワンダーフェスティバル 2017[ 冬] 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

13:00

10:50〜11:30

10:10〜10:30

オープニング
ミニトークショー

14:00

15:00

12:40〜13:10

16:00

14:20〜14:50

17:00

16:00〜16:55

TV アニメ
「BanG Dream!（バンドリ！）
」
ステージ
11:50〜12:20
トークイベント、ミニライブ 初音ミク

アイドルマスター シンデレラガールズ
TV アニメ
「ID-0( アイディー・ゼロ )」
ワンフェス Winter ステージ 2017
「冴えない彼女の育てかた♭」
ステージ
ステージ
トークイベント
13:30〜14:10
15:00〜15:40
トークイベント、ミニライブ
トークイベント
Orange Rouge（オランジュ・ルージュ） TV アニメ
「リトルウィッチアカデミア」
GT Project 10th
「刀剣乱舞 -ONLINE-」ステージ四
ステージ
SEASON's ANNIVERSARY
ステージ
トークイベント
トークイベント、ミニライブ
トークイベント

11:00〜16:00（予定）

【グッドスマイルクリニック】
「研修医になってあなたもフィギュアを応急処置！フィギュア救急研修」

WONDERFUL HOBBY LIFE
FOR YOU!!25

12:00〜16:00（予定）

【グッドスマイルクリニック】
「治療の様子をリアルタイム放映！フィギュアオペルーム」
12:00〜16:30（予定）

【ねんどろいど面相チャレンジ】
「ねんどろいど面相チャレンジ」※有料

幕張メッセ正面広場（屋外：WF入り口前）
10:00〜17:00

【GOODSMILE RACING 参戦 10 シーズン一挙展示】
GOODSMILE RACING 参戦 10 シーズンの車両を一挙に展示

http://whl4u.jp/

c.（1 ホール）

12:00〜13:00

14:00〜15:00

「月刊ホビージャパン」の人気連載コーナー
“月刊工具”が幕張に出現 !!
当日はライターのけんたろうさん、みかんさんと
各メーカーさんによる楽しいトークショウが
開催されます。

ホビージャパン

TV アニメ化決定の『sin 七つの大罪』
レヴィアタン役の藤田茜さん、
サタン役の櫻庭有紗さんに登場いただき
作品について語っていただきます。
登壇キャスト
・藤田茜さん（レヴィアタン役）
・櫻庭有紗さん（サタン役）

http://hobbyjapan.co.jp/ltd̲items/blog/?p=74

1-04-01

12:00〜12:30

13:00〜13:30

プラッツ / エフトイズ

エフトイズ
トークイベント

シモムラアレック
トークイベント

ガレージキットをモチーフにした、
ウルトラマン CG 作品集『ウルトラモ
デリングワールド』発売を記念して
著者 小森陽一さんのサイン会を
HJ ブースにて開催いたします
※『ウルトラモデリングワールド』の
購入者が対象です。

14:10〜14:50

ガールズ & パンツァー
“これが俺たちの模型戦車道 !!
そうだ、作ろうプラモデル

http://www.platz-hobby.com/event17wfw.html

e. (2 ホール )

15:30〜

『sin 七つの大罪』超先取りトークショー 『ウルトラモデリングワールド』
発売記念 小森陽一さんサイン会
＠WF2017【冬】

“月刊工具”幕張出張版トークショー

13:00〜

ホビーライター瀬川たかしの塗装テクニック講座

モデルアート

1/35 の戦車キットを使用し、最新の水性塗料や
マテリアル類でのフィニッシュワークを魅せます！

2-07-01

12:00〜

14:00〜

13:00〜

ボークス

16:00〜

「ブロッカーズ NEXATE FIORE」
プリムラ の紹介、実演
2 回目

「ブロッカーズ NEXATE FIORE」
プリムラ の紹介、実演
1 回目

15:00〜

「ペイントリムーバー eco」実演

「ペイントリムーバー eco」実演

1 回目

http://www.volks.co.jp/wf/

「ブロッカーズ NEXATE FIORE」
プリムラ の紹介、実演
3 回目

2 回目

2-14-01
ペーパーバッグ配布 ※予定数量に達し次第終了

あみあみ

A2 サイズペーパーバッグを配布

2-16-01

13:00〜

アニメ
『フレームアームズ・ガール』
「きゃっきゃうふふ」キャスト
トークショー

株式会社 壽屋
http://www.kotobukiya.co.jp/event/event-81354/

14:30〜

16:00〜

ヘキサギアスタッフトークイベント
HEXA GEAR Start Your Engines.

メガミデバイストークショー

2-21-07
もえたく！究極無料福引ガチャ！ ※予定数量に達し次第終了

もえたく！

10 人に 1 人！ギフト券やフィギュアが当たる無料福引ガチャ開催！
人気コスプレイヤーが待ってるよ！

http://www.netoﬀ.co.jp/moetaku/campaign/moe̲special̲201702.html

2-22-01

16:30〜

16:45〜

ねこ男子・ニャンキーハイスクール
出演声優との交流イベント

株式会社タカラトミー

3-03

事前応募形式・全 2 回（1 回あたり50名）
http://www.hakusensha.co.jp
/nyanhigh/news/#wonfes01

4 社合同ブース

12:20〜13:20

インターアライド presents：
ミリタリーライター 古是三春氏による KV-2 重戦車
についての解説「街道上の怪物」の実像に迫ります！

3-03-01
株式会社インターアライド
10:45〜11:45

3-03-02
GSI クレオス

ＧＳＩクレオス × ホビージャパン × 竹谷隆之
“月刊工具出張版”
「造形作家 竹谷隆之の工具と創作術」

ホビー部
10:20〜10:35

3-03-03
ピットロード＋ペアドット

13:30〜14:30

ピットロード presents：
“陸海空のプロカメラマン”花井健朗氏
による「護衛艦撮影秘話」

ピットロード新製品紹介
“ガルパン新製品会場発表 !!”
11:55〜12:10

3-03-04
ファインモールド

14:40〜16:00

ファインモールド presents：
古是三春氏 x 鈴木邦宏（ファインモールド代表取締役）による、
満を持しての対談実現 「遙か彼方のノモンハン」

ファインモールド新製品紹介
“今日も番犬が吠えまくる !!”

3-04-01

13:30〜14:30

15:00〜16:60

35 がチャーネン 横山宏ワールド
マシーネンクリーガー発売記念
トークイベント

（株）海洋堂

「To-y」フィギュア
ノンスケール 4 体セット発売記念
トークイベント

ゲスト:横山宏 MC : 海洋堂／宮脇修一

http://kaiyodo.co.jp/wf2017winter/

ゲスト:上條淳士先 MC : 海洋堂／宮脇修一

3-05-01
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

株式会社ケンエレファント

1 回 ¥1500

カプセルアイテムとリボルテックが必ず GET できます

3-10-01
（株）オリジナルマインド

【デスクトップ型射出成形機 成形実演】
※随時実施

http://www.originalmind.co.jp/event/2017/01/wf2017w.php

3-11-01
実演：超音波カッターの試遊体験 ※随時実施
当社キャラクターのコスプレをして声優の東條咲耶子来場（適時 休憩あり）

エコーテック株式会社
キリカくじ ※予定数量に達し次第終了
超音波カッターがあたるくじびき

3-12-01
【ＷＦ限定！海洋堂カプセルＱつかみ取り】 ※予定数量に達し次第終了
300 〜 400 円の海洋堂カプセル Q が、片手一掴み 500 円 ！

ガチャコーナー
【ＷＦ先行！カプセルダンボー将棋 ver. 先行発売！】 ※予定数量に達し次第終了
ワンフェス 2017 年 [ 冬 ] 会場限定商品あり！

3-15-01

11:00〜11:20

14:00〜14:20

「ウルトラマンオーブ ジ・オリジン・サーガ」
記念写真撮影＆握手会

ヒーローズ

h.

(4 ホール )

3D-GAN
http://wf.kaiyodo.net/uploads/WF17W̲3D.pdf

「ウルトラマンオーブ ジ・オリジン・サーガ」
記念写真撮影＆握手会

1 回目

2 回目
「ウルトラマンオーブ オリジン・ザ・ファースト」と
記念撮影＆握手会
※整理券を各回 1 時間前に配布、先着 50 組

「ウルトラマンオーブ オリジン・ザ・ファースト」と
記念撮影＆握手会
※整理券を各回 1 時間前に配布、先着 50 組

13:00〜13:45

14:00〜14:45

15:05〜14:50

16:05〜16:50

3D を「描く？」お絵描き
ホビージャパン誌連動企画 ホントのところは
光造形方式 3D プリンター
＆粘土感覚ソフト
どうなのよ！ ?
「デジタルモデリング女子
“Form 2”
がすごい！使える！
“Intuos 3 D＆ZBrush C ore”“ZBrush Core”超入門講座
の挑戦！」
徹底分析！！
登壇者 : 新井原 慶一郎 登壇者 : デジタル原型師見習い
登壇者 司会 : 福井 信明
登壇者 : 深川 克人
（Formlabs Japan）
（ZBrush Core club）
美環（みかん）（おとなの美術室）

4-03-03

14:45〜15:05

明和電機製品デモンストレーション

明和電機
http://www.maywadenki.com/news/wf/

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

