ワンダーフェスティバル 2019[ 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

13:00

11:00 〜 11:40

14:00

12:20 ~ 13:00

『RAISE A SUILEN』ステージ

15:00

16:00

15:00 ~ 15:40

13:40 ~ 14:20

「Thunderbolt Fantasy
西幽玹歌」ステージ

TVアニメ「ワンパンマン」ステージ

http://whl4u.jp/stagehiru/

17:00
16:00 ~ 16:50

劇場版
『りゅうおうのおしごと！』＆
「冴えない彼女の育てかた Fine」
『超人高校生たちは異世界でも
ステージ
余裕で生き抜くようです!』
合同ステージ

終日

WONDERFUL HOBBY LIFE 「GOODSMILE RACING & TYPE-MOON RACING スパ・フランコルシャン・サーキット24時間レースチャレンジ」パブリックビューイング
FOR YOU!!30
12:30 ~ 16:30受付

ミニチュアフード制作体験コーナー
※有料体験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/

http://whl4u.jp/

b.（1 ホール）

11:30〜

15:00〜

井澤詩織のドーラク・ニッポン
feat.『うちの娘。
』（仮）

勇者王ガオガイガー 開発者トークショー
『スーパーミニプラ』、『覇界王〜ガオガイガー対ベターマン〜 the
COMIC』など、「勇者王ガオガイガー」関連アイテムの開発者を招いたトークショーを実施！
ここでしか聞けない最新情報やウラ話等を開発者自ら公開する！

ホビージャパン

1-08-01

終日

有限会社オーキッドシード

商品ご購入の方にグッズをプレゼント

令和記念クジ

50 周年宣伝部長・井澤詩織さんが、
ワンフェス会場に再び降臨！
好評放送中の TV アニメ『うちの娘の為ならば、俺は
もしかしたら魔王も倒せるかもしれない。』のヒロイン
ラティナ役の高尾奏音さんをゲストに迎え、トーク＆
ゲームで楽しく遊んじゃいます！

※予定数量に達し次第終了

http://www.orchidseed.co.jp/contents/event/

2-02-01

終日

(株)セガ・インタラクティブ

セガプラザ

くじ引き

※予定数量に達し次第終了

公式 Twitter「セガプラザ」（@seganewsnavi）をフォローしてくださった方は
くじ引きにご参加いただけます！その場でフィギュアなどの豪華景品をプレゼントします！

http://segaplaza.jp/info/page.php?data_id=541
2-04-01

『ほびコス』は、ホビー関連企業のオリジナルキャラクターに扮したコスプ
レイヤー達による PR イベント。参加企業のコスプレイヤーが一堂に会して、
撮影会やノベルティ品の配布を行います。
今回は、キャラクターイラストのみの参加も含めて合計 9 社が参加。歴史
あるワンフェスのコスプレイベントとして認定された当イベント、より豪
華になりました！

あみあみ

13:00〜

14:00〜

ほびコス

ほびコス

あみあみブースに集合

15:00〜

ほびコス

アゾンブースに集合

WF オフィシャルグッズショップ裏に大集合

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000025615.html

参加企業：あみあみ、アオシマ、アゾン、ゴッドハンド、トミーテック、
日本卓上開発、ベルファイン、ホビージャパン、ＷＦ実行委員会

終日

キーワードラリーイベント

※予定数量に達し次第終了

「ほびコス」参加の 9 社のブースを回ってキーワードを集めよう！

コンプリートされた方には、各企業のキャラクターコラボデザインの『納涼うちわ』をプレゼント！

2-17-01

13:00〜15:00

15:30〜16:30

誰にでも出来る、塗るホビ！ファレホ筆塗り実演
ボークス

2-19-01

塗るホビ！新商品紹介
今夏販売を予定している「塗るジオ」4 種及び
塗るプラ「ねこ娘」
「油すまし」の魅力を余すと
ころなくご紹介！

今話題の塗る「塗るホビー」商品の筆塗り実演を開催！
初心者の方にも丁寧にスタッフが塗り方をレクチャー！
終日

「ウォーハンマー エイジ・オヴ・シグマー：ウォークライ」ゲーム体験会
ゲームズワークショップ日本支社

終日

シタデル・コントラストカラー塗装体験会
2-23-01

14:00〜17:00

［アクアマリン『3D プリンター出力サービス』開始記念］
出力品プレゼント！ ※予定数量に達し次第終了

株式会社アクアマリン

アンケートにお答えいただいた方に出力品を差し上げます

http://aq-marine.jp/topics/wf2019s
ｆ.（3 ホール）

14:00〜15:00

3-03-01

15:00〜15:20

プロモーションイベント WF LIVE
『宮脇センムが高知の 『01( ラブワン ) WF ジャパンプレミアライブ』
あれこれ発表』

高知ブース
（海洋堂ホビー館四万十ほか）
終日

特定非営利活動法人
アニメ特撮アーカイブ機構

トレスマシン（セル画制作用）体験
好きな絵を鉛筆で描いてセルに写し取れます。トレスしたセルはもれなく差し上げます。
セルへの色塗りは、みなさんがお持ちの水性プラカラーやアクリル絵の具で、ぜひチャレンジしてください。
※とりあえずトレスだけしてみたい方にはサンプルの画も用意しています。ご自分で画を描いた方には、作画用タップ（プラスチック製）も進呈

3-07-01

終日

株式会社ケンエレファント

カプセルアイテムとリボルテックが GET できるイベント限定販売イベント

3-11-01

終日

株式会社 ホビーサーチ

つなこ先生描きおろしキーホルダーをご購入いただいた方にご参加いただけます

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

つなこ先生直筆サイン色紙が当たるくじ引き開催！

※予定数量に達し次第終了

https://www.1999.co.jp/campaign/20th/wonder_festival.html

3-13-01

フィギュア化記念イベント！「魔太郎先生」「よむ先生」サイン会 in ワンダーフェスティバル 2019【Summer】
13:00〜

15:00〜

魔太郎先生サイン会

ユニオンクリエイティブ (株)

よむ先生サイン会

弊社商品「よむイラスト 太った」/「魔太郎イラスト お尻姫」の購入画面か予約表をレジ横の
「サイン会抽選会配布スペース」にて提示いただき、抽選券を配布となります。
ツイッター等の抽選結果（12 時半）にて当選した方各 20 名がサイン会参加となります。
※当選された方は各回の 10 分前にお集まりください

https://union-creative.jp/special/wf_sign/
3-19-02

終日

らしんばん

お気に入りのフィギュアを無料で撮影できるフォトブースご用意いたします。
背景は数十種類！撮った写真は Twitter で拡散推奨です。

3-24-01

終日

フィギュア撮影エリア

https://www.lashinbang.com/news/553519/

株式会社ベルファイン

BLAYZBLUE

Es T シャツ購入キャンペーン

※予定数量に達し次第終了

『Es T シャツ』を購入いただいた方の中から、BLAZBLUE シリーズプロデューサー森 利道氏と、Es のキャラクターデザイナー樋口このみ氏のサイン色紙を
抽選で各１名にプレゼントいたします。 ※抽選方法は弊社ホームページにてお知らせいたします。

http://www.bell-fine.co.jp/bfnews31.html
3-27-02

13:00〜

「全力造形フィギュア 立花響 Ver.2」が店舗導入前に当たる抽選会 ※予定数量に達し次第終了

システムサービス株式会社

Twitter のフォロー・リツイートで参加できる抽選会

http://fansclub.jp/tokusetsu/zenryokuzokei/img/zz_wf.jpg
3-28-01

終日

" おみくじガチャ " 開催！ ※予定数量に達し次第終了
ガチャコーナー

3-29-01

ワンダーフェスティバル 2019[ 夏 ] の開催を記念して、前回もご好評いただいたプレゼントキャンペーンを実施致します！
グッドスマイルカンパニーから発売されているカプセルトイの中より、ガチャコーナーにて対象となる商品をご購入いただいた方の中から抽選で、
" ねんどろいど " 等のグッズをその場でプレゼントさせていただきます！
終日

（株）ピーエムオフィスエー

PLUM 初の鉄道プラスチックキット「JR 東日本 201 系直流電車（中央線）」の発売記念
テストショットや金型、作例、こだわりのポイントなどを重点展示いたします。先行受注も行います。

https://www.pmoa.co.jp/
3-32-01

11:30〜12:30

15:00〜16:00

荒野のコトブキ飛行隊』トークショー
" プラモデルを眺めながら探るイジツの広く高い空 "

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！日本戦車もいいぞ！
！"

13:00〜14:00

よみがえる空 -RESCUE WINGSワンフェス 2019 夏特別トークショー

プラッツ / エフトイズ

http://www.platz-hobby.com/event19wfs.html
h.（4 ホール）

随時

３D-GAN

13:00 〜 13:45

14:00 〜 14:45

ZBrush と CLO が広げる
デジタルファッション
デザインの世界

空間支配！表現と方法の新体験、 これから入る ZBrush の
ZBrush とデジタルスカルプトの
VR モデリングと ZBrush・液タブ デジタル造形の楽しい世界 制作プロセス
との連携

15:00 〜 15:45

16:00 〜 16:45

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/3D-GANWACOM.pdf

4 ホール（オフィシャルグッズショップ横）
TSUBURAYA ワンフェス
http://kaiyodo.co.jp/tsubu-con-wf/
ワンフェス実行委員会
ワンダちゃん・リセットちゃんの
公式コスプレイヤー活動予定

11:00〜11:30

ウルトラマン、
ティガ、01 登場

13:00〜13:30

13:00〜13:30

ウルトラマン、
ティガ、01 登場

ウルトラマン、ティガ、
公式ワンダ・リセットの
コスプレイヤーが集合

美少女図鑑発のアイドルユニット 01
（ラブワン）が
科特隊・ウルトラ警備隊モチーフの衣装で
TSUBURAYA ワンフェスを盛り上げます
11:00〜11:30

2 階ゲストプレス受付前で
来場者をお出迎え

13:00〜13:30

ほびコスに参加

（混雑時など時間変更あり）

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

14:00〜14:30

14:50〜15:30

TSUBURAYAワンフェスを オフィシャルグッズショップ北側に
ウルトラマン、ティガと 集結するほびコスに参加
ともに応援！
（4 ホール オフィシャルグッズショップ）

（2-04-01 あみあみブース）

（4 ホール オフィシャルグッズショップ横の
TSUBURAYAワンフェス ブース）

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

