ワンダーフェスティバル 2019[ 冬 ] 会場内イベント タイムテーブル
10:00

11:00

12:00

13:00

11:00 〜 11:30

a.（1 ホール）
10:30 〜 10:50

生ワンホビTV
オープニング
&ミニトークショー

14:00

15:00

13:00 ~ 13:40

初音ミク GTプロジェクト
ステージ

http://whl4u.jp/stagehiru/

16:00

17:00

15:00 ~ 15:40

劇場オリジナルアニメ
TVアニメ
16:00 ~ 16:40
Orange Rouge
「LAIDBACKERS-レイドバッカーズ-」 14:00 ~ 14:40
「転生したらスライムだった件」
TVアニメ
(オランジュ・ルージュ) ステージ
ステージ
TVアニメ
「ゴブリンスレイヤー」
「刀剣乱舞-ONLINE-」
「SSSS.GRIDMAN」ステージ
ステージ
ステージ八
12:30 ~ 16:30受付
12:00 ~ 12:35

ねんどろいど 面相チャレンジ）
※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/menso-challenge/

WONDERFUL HOBBY LIFE
FOR YOU!!29

12:30 〜 13:00

http://whl4u.jp/

1回目

14:00 〜 14:20

2回目

15:30 〜 16:00

3回目

ハイパーエージェント・グリッドマンがワンホビブースにやってくる！
キャラクターグリーティング＆写真撮影
http://whl4u.jp/booth/
終日

「グッドスマイルカンパニー特製卓上カレンダー」配布

※予定数量に達し次第終了

http://whl4u.jp/booth/

b.（1 ホール）
モデルアート

終日

ナッツプラネット HM によるフィギュアペインティング実演 / 長谷川迷人の飛行機モデル製作実演
フォギュアペインティングと飛行機モデル製作の実演を入れ替わりで随時行っています

1-07-01

13:30 〜 13:50

1 回目

15:00 〜 15:20

2 回目

ULTRAMAN スペシャルグリーティング

株式会社アクアマリン

①ツーショット撮影（整理券配布、詳細は HP をご覧ください）
②囲み撮影＋握手（整理券なし）

http://aq-marine.jp/topics/wf2019w
d.（2 ホール）

11:30 〜

13:30 〜

ホビージャパン

ブース内特設ステージ前に
11:25 までにお集まりください

http://hobbyjapan.co.jp/wf/
2-05-01

TV アニメ『えんどろ〜！』
スペシャルステージ

ブース内特設ステージ前に
13:25 までにお集まりください

ブース内特設ステージ前に
15:25 までにお集まりください

15:30 〜 16:30

13:00 〜 14:00

11:00 〜 11:30

エフトイズ トークショーイベント

エフトイズスタッフがお勧めの
食玩新製品などを紹介。

プラッツ / エフトイズ

15:30 〜

『ドーラク・ニッポン』in ワンフェス
〜みんな集まれ！ 50th 公開宣伝会議〜

『吉本プラモデル部幕張出張版』
in ワンフェス 2019 冬

ガールズ＆パンツァー トークショー
TV アニメ
" これが俺たちの模型戦車道 !
「よみがえる空 -RESCUE WINGS-」
戦車内部もいいぞ !!"
14:30 〜 15:00
ワンフェス特別トークショー
シモムラアレック 【出演者】杉山 潔、田村 尚也、山田 卓司、岡部 いさく
【出演者】杉山 潔、神野 幸久、岡部 いさく
パンター G 型 黒森峰女学園 内部再現モデルの
昨年 11 月に航空救難団創設 60 周年にあわせ、 トークイベント
ブルーレイボックスが発売しました !
よみがえる空関連商品やアニメ本編の魅力につ
いて語り尽くします !!

http://www.platz-hobby.com/event19wfw.html
2-10-01

キットを中心に、実車と模型の両面から
熱いトークを繰り広げます !!
※整理券が必要です。HP をご覧ください

工具の使い方や
新製品紹介

13:00 〜 あみあみブースに集合

15:00 〜 アゾンブースに集合

ほびコス
あみあみ（主催）、アゾン、アオシマ、ゴッドハンド、トミーテックの 5 社の協力イベント
各メーカーのオリジナルキャラクターに扮したコスプレイヤーが、あみあみ もしくは アゾンブースに
集合して、撮影会やお渡し会を行います。

あみあみ

https://twitter.com/amicoamiami/status/1092272015522689024
2-12-01

14:30 ~ 15:30

11:00 〜 11:30

株式会社 壽屋

16:00~16:45

13:00 ~ 14:00

アニメ『ULTRAMAN』
スペシャルステージ

劇場公開記念
フレームアームズ・ガール
きゃっきゃうふふなワンダートークショー

アニメ『ULTRAMAN』の
プラモデル発売記念ステージ

『ロックマンX』プラモデルトークショー
in ワンダーフェスティバル2019Winter
メガミデバイストークショー
第1弾『エックス』の商品紹介、内容の濃〜い
『ロックマンX』トークを繰り広げます！
キャラクタープラモデルの
トークショー

「フレームアームズ・ガール〜きゃっきゃうふふなワンダーランド〜」イベント限定クリアファイル付きムビチケカード販売！
ランダムでトークショー登壇キャスト4名のサイン入りクリアファイルが出ることも！※予定数に達し次第販売終了
12:00 〜 13:00 1回目

2-14-02

15:00〜16:00 2回目

ギガンティックアームズ07「ルシファーズウィング」プレゼン＆試遊イベント

https://www.kotobukiya.co.jp/event/wf2019w/

ルシファーズウイングの企画者によるプレゼン

イベント中、試作サンプルの「試遊」も可能

終日

もえたく！
f.（3 ホール）

もえたく！究極無料福引ガチャ！

※予定数量に達し次第終了

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！
10:00 〜 16:30

人気コスプレイヤーが待ってるよ！

※当日先着の予約制です

少女漫画風 似顔絵コーナー
まんが王国・土佐（高知県）
3-03-01

漫画家ひのもとめぐる先生が、少女漫画風に似顔絵を描き上げます
※お一人様につき１枚まで 1,000 円
終日

特定非営利活動法人
アニメ特撮アーカイブ機構

3-22-02

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
終日

らしんばん

フィギュア撮影イベント
らしんばんブースにお気に入りフィギュアをお持ちいただいた場合、スタッフがカッコよく撮影させていただきます

https://www.lashinbang.com/special/462869/

3-23-01

終日

キーワードラリー
東宝株式会社

7 カ所のブースを回ってキーワードを集めよう！

※プレゼントは無くなり次第終了

青島文化教材社 2-13-01、X-PLUS 2-23-01、海洋堂 3-06-01、キャラアニ 2-17-01、ケンエレファント 3-07-01、コスパ 2-11-01、フジミ模型 2-24-01
正解を記入したラリーシートを「ゴジラ・ストア」のブースへお持ちいただき、お買い物をしていただくと、東宝特撮コレクションカード（非売品カード）をプレゼント！
※同じ記入済みのキーワード用紙を＜ゴジラ・ストア Tokyo＞（新宿）に持って行くとさらに特典が！

https://godzilla.store/shop/secure/wf2019w.aspx
3-26-01

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

グッドスマイルカンパニーが贈る“新感覚の「卵型」トイ”『ぴよくる』の発売 1 周年を記念して、プレゼントキャンペーンを実施します。
ガチャコーナーにて、対象のぴよくる商品を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！

h.（4 ホール）

13:00 〜 13:45

14:00 〜 14:45

キャラクターに魂を入れる魔法
「VRoid」活用方法

15:00 〜 15:45

ZBrush。その造形術の奥行き。
〜「楽しい」成長の近道〜

16:00 〜 16:45

ウルトラモデラーズ
家庭用 3D プリンターの
八方睨み鳳凰図を
立体化したあの方が登場 !? “今まで”と“これから”

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/190130̲WF19̲Winter̲Chirashi̲data̲Web.pdf

4-04-02

11:00 〜 1 回目

出版評論社
4-18-01

13:00 〜 2 回目

15:00 〜 3 回目

活動写真弁士坂本頼光による活弁付きでオリジナルアニメ「サザザさん」
、その他無声映画を上映します。
※各回の上映時間は 10 分ほど
10：00 〜 17：00（最終受付 16：00）

高岡伝統産業青年会

ガチの職人たちが教える、鋳物体験！
金属の鋳造を体験できるワークショップ開催！
※30 分ほどのワークショップ、随時受付

ワンダちゃんの小皿やぐい呑みなどを型取りして鋳造してみよう！

4-34-01

13:00 〜 13:30

1 回目

14:30 〜 15:00

2 回目

高橋良輔監督によるサイン会

大阪芸術大学

以上 2 月7 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

著書｢アニメ監督で・・・いいのかな？｣を当日 購入いただいた方にサインさせていただきます
著書販売：■大阪芸術大学ブース サイン会中のみ販売
■ＫＡＤＯＫＡＷＡ 電撃ホビーウェブブース（2 ホール e.） 終日販売

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

