ワンダーフェスティバル 2018[ 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

10:20 〜 10:40

13:00

11:00 〜 11:30

生ワンホビ TV
オープニング＆
ミニトークショー

14:00

12:20 〜 13:10

GOODSMILE RACING
2018 年 SUPER GT
& 鈴鹿 10 時間耐久レース
決起集会

15:00

13:30 〜 14:10

TV アニメ『働くお兄さん！』
ステージ

16:00

14:30 〜 15:15

17:00

15:30 〜 16:50

Orange Rouge
TV アニメ
GA 文庫 2018 発表ステージ
『グランクレスト戦記』（オランジュ・ルージュ）
「刀剣乱舞 -ONLINE-」ステージ六
ステージ

WONDERFUL HOBBY LIFE
「グッドスマイルカンパニー特製卓上カレンダー」、「figma カタログ」「figma マフラー」等を配布 ※予定数量に達し次第終了
FOR YOU!!27
11:00 〜 16:00（予定）

ワンホビワークショップ：
「面相チャレンジ リターンズ」
「 続・帰ってきたプラモ道場 - スペースマリーンヒーローズ編 -」など
http://whl4u.jp/

※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

e.（2 ホール）

11:20〜13:00

13:30〜14:20

月刊工具幕張出張版トークショー

15:40〜16:10

TV アニメ「七つの美徳」
スペシャルトークショー

吉本プラモデル部幕張出張版
トークショー

ホビージャパン

14:40〜15:10

16:20〜16:50

かざり＆東城咲耶子 LittleArmory
コラボ撮影会＆じゃんけん大会

かざり撮影会＆サイン会
http://hobbyjapan.co.jp/ltd̲items/blog/?p=285

2-13-01
三木工業協同組合 青年部

10:00 受付開始（定員 25 名）

13:00 受付開始（定員 25 名）

三木金物を使ってみよう！

三木金物を使ってみよう！

鉋（かんな）を使って、芳香剤。
のこぎりを使って、入浴剤を作る。

鉋（かんな）を使って、芳香剤。
のこぎりを使って、入浴剤を作る。

*所要時間：約20分

*所要時間：約20分

2-07-01

13:00〜13:45

14:00〜14:45

15:30〜16:30

アニメ
アニメ
『ガールズ & パンツァー』 『フレームアームズ・ガール』
フィギュア道トークショー きゃっきゃうふふ☆なトークショー３

株式会社 壽屋
https://www.kotobukiya.co.jp/event/wf2018w/

キャラクターモデルトークショー(仮)

メガミデバイスシリーズを中心とした
キャラクタープラモデルのトークショー

2-23-01
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！

f.（3 ホール）

f. ブース内ステージ

12:00 〜

14:00〜

海洋堂ホビー館四万十

13:00〜

3-04-01：
（株）海洋堂

3-02

15:00〜

WF mini LIVE 2
｢ガールズ＆パンツァー
もっとラブラブ作戦です！｣ [sugartrap]
[ 石川彩楓 ( はちきんガールズ )]
高知旅編 PR タイム

WF mini LIVE 1
[ 石川彩楓 ( はちきんガールズ )]
[sugartrap]

クレクレタコラがワンフェス 2018[ 冬 ] に
再びやってきてしまう…!!

3 社合同ブース

11：15 〜 12：05

インターアライド トークショー
古是三春による
「近くて遠い国の装備を、人民軍創建 70 周年記念パレードから考察する」

3-02-01
株式会社インターアライド

12:30 〜 13:20

14:20 〜 15:30

13:45 〜 14:00

三社共同 トークショー
ピットロード トークショー
国本康文氏による
ピットロード新製品紹介 ファインモールド代表取締役
鈴木邦宏氏、古是三春氏、国本康文氏による
「日本海軍 二十五粍機銃について」
「ミリタリー四方山話に花が咲く」

3-02-02
ピットロード＋ペアドット
10:45 〜 11:00

3-02-03
ファインモールド

ファインモールド新製品紹介

https://ja-jp.facebook.com/WFcollaboration/

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
1 回 ¥1500

株式会社ケンエレファント
限定カプセルアイテム販売

※予定数量に達し次第終了

普段は流通が限定されているアイテムが WF 会場に集合！

3-09-01

12:00 〜 12:30

13:00 〜 13:30

エフトイズ
トークイベント

プラッツ / エフトイズ

15:00 〜 16:00

シモムラアレック
トークイベント

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 ! フランス戦車もいいぞ !! "

http://www.platz-hobby.com/event18wfw.html

3-11-01
キリカ＆もけ部クジ ※予定数量に達し次第終了
超音波カッターが当たる500円くじ
随時

超音波カッターの実演と体験

エコーテック株式会社

終日

キリカ＆もけ部立体造形大会
皆さんの投票で優勝者が決まる！
https://echotech.co.jp/us-gadget/index.html

3-14-01

11:00 〜 12:00

13:40 〜 14:40

3D スキャン体験会

3D スキャン体験会

コスプレモデルさんの
3Dスキャンが体験できます

DMM.com

コスプレモデルさんの
3Dスキャンが体験できます

12:20 〜 13:20

15:00 〜 16:00

写真撮影会

写真撮影会

コスプレモデル撮影

コスプレモデル撮影

https://make.dmm.com/public/print/wonder3d/

3-16-01
ペーパーバッグ配布

あみあみ
3-21-01

※予定数量に達し次第終了

随時

（株）ピーエムオフィスエー

『レーザー彫刻機』
、
『UV プリンター』の実演
実演のほかにお客様のオーダーを承ります

3-22-01

随時

株式会社オリジナルマインド

自宅で量産｜デスクトップ型CNCフライスと手動射出成形機の実演

https://www.originalmind.co.jp/event/2018/01/wf2018w.php

h.（4 ホール）

13:00〜13:45

14:00〜14:45

センム 3D スキャン
フィギュア化計画！
（仮

ホビージャパン本誌連動企画
模型＋フィギュア作例について

15:05〜15:50

16:05〜16:50

今期 WCS アーティスト著、未経験でも楽しく造形開始＆
ZBrush4R8 書籍の紹介と 継続できる！ ZBrushCore の
キャラクターデザイン
習得・練習方法

随時

３D-GAN

ステージの生配信あり
https://webmaster.stickam.jp/archives/2018/02/2181300-_2018.html
アニメーション映画『GODZILLA』× ワコム コラボレーション企画
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！ アニメ映画『GODZILL A 決戦機動増殖都市』より“ゴジラ・アース”の 3D データを使ってデジタルモデリングを体験できます

http://wf.kaiyodo.net/info/5632/

4-03-02

終日

アドウイクス株式会社

3D プリンタ Zortrax M200 の展示・実演
出力サンプルを配布します（なくなり次第終了）

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）

http://www.chiba.bc.jrc.or.jp/

以上 2月16 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

