平成 29 年 10 月 16 日

＜報道発表資料＞

第５回アニ玉祭（アニメ・マンガまつり in 埼玉）開催迫る！！
豪華特別ゲストも続々と来場決定！
出展ブース数・痛車展示数は、ともに過去最多を実現！
アニ玉祭実行委員会は、「アニ玉祭（アニメ・マンガまつり in 埼玉）」を１０月２２日(日)に開催しま
す。アニ玉祭は〝アニメと観光〟をテーマとした、国内有数のアニメ・マンガの総合イベントです。
５回目となる今年のアニ玉祭も、豪華特別ゲストの来場が続々と決定しました。アニメツーリズム協会会
わしざきたけし

長・富野由悠季さん、Ａ応Ｐさん、ＡｉＬｉさん、吉岡亜衣加さん、りりりさん、鷲崎 健 さん、さらには
埼玉県川越市を舞台にしたアニメ「月がきれい」の南プロデューサーなどなど、豪華ゲストが来場！
さらに今年のアニ玉祭はソニックシティにとどまらず、周辺との連携を強化いたします。まずは周辺道路
にて、歩行者天国を実施。会場エリアが広がったことで、出展ブース数、痛車展示数でいずれもアニ玉祭史
上最多を実現しました。あわせて歩行者天国内には、「進撃の巨人」超大型バルーンも設置されます。高さ
４ｍ超を誇る、迫力の巨像がアニ玉祭にやってきます（屋外のため、天候による条件あり）。
またアニ玉祭当日、ＨＰ上のロゴをお店で提示すればサービスが受けられる「周辺店舗連動企画」も実施。
そのほか、周辺イベント連動企画として、同日に開催される「埼玉ＷＡＢＩ ＳＡＢＩ大祭典 2017」との
スタンプラリーを実施します。両会場でスタンプをもらった方に先着で、マンガ「雨天の盆栽」特製缶バッ
ジをプレゼント。ソニックシティ周辺も巻き込み、大いに盛り上げます！
アニメファンからファミリーまで一日楽しめる、充実の内容となっています。詳しくは、別添「当日プロ
グラム」をご覧ください。そのほか最新情報はアニ玉祭公式ホームページで随時更新予定。ますます進化を
遂げた５度目のアニ玉祭に乞うご期待！
○豪華特別ゲストの参加が続々と決定！
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アニ玉祭ＰＲステージはともに埼玉県出身の声優、久保田未夢さん・澁谷梓希さんのダブルＭＣでお届け。
飯田里穂さん（埼玉県出身）のライブも行います。ほか、アニメツーリズム協会会長・富野由悠季さん、
Ａ応Ｐさん、ＡｉＬｉさん、吉岡亜衣加さん、りりりさん、鷲崎健さん、アニメ「月がきれい」南プロデ
ューサーなどなど、豪華特別ゲストが来場します！
○過去最多！１００ブースが出展決定！痛車も過去最多３５台がやってくる！
アニ玉祭史上最多となる１００ブースの出展が決定しました！１０月２１日公開・映画「斉木楠雄のΨ難」
ブースでは、映画パネルや衣装展示を行うほか、「エクスアーツ」ブースでは埼玉県飯能市を舞台にしたア
ニメ「ヤマノススメ」とコラボした「アニ玉祭公式グッズ」を販売するなど、見どころ盛りだくさんです。
鐘塚公園と歩行者天国を華やかに彩る「痛車フェスタ０５」では、こちらも過去最多３５台が勢揃いしま
す。路上に痛車が整然と並ぶ姿は必見です！
○「進撃の巨人」超大型バルーンもやってきます！
アニメ「進撃の巨人」に登場する巨人の頭部を、等身大で再現したバルーンがやってきます！（※天候の
状況によっては、展示を控える場合がございます。あらかじめご了承ください。）
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【アニ玉祭概要】※詳細は（別添「当日プログラム」）をご参照ください。
（１）日 時
平成２９年１０月２２日（日）１０:００ＳＴＡＲＴ
（２）会 場
ソニックシティおよびその周辺
大ホール、小ホール、国際会議室、第１展示場、市民ホール、イベント広場、
鐘塚公園、ソニックシティ周辺道路（歩行者天国）
（さいたま市大宮区桜木町１－７－５）
（３）内 容
コンサート、トークショー、ステージショー、グッズ販売等
（４）入場料
無料（屋内ライブ・トークショー等は一部有料・事前申込要）
（５）公式ホームページ
http://anitamasai.jp/
※最新情報を随時更新予定です。
（６）公式ツイッター ＠anitamasai
（７）主 催
アニ玉祭実行委員会
(公益財団法人埼玉県産業文化センター、埼玉県、文化放送、テレビ埼玉、
FM NACK５、ジェイコムさいたま、埼玉新聞社)
アニ玉祭ＰＲステージ
メインＭＣは、ｉ☆Ｒｉｓ（アイリス）メンバーの久保田未夢さんと澁谷梓希さんの埼玉県出身の声優コン
ビが担当します。可愛く爽やかな地元愛溢れるＭＣに乞うご期待！さらに埼玉県出身声優・飯田里穂さんの
ライブも実施します。ほか、Ａ応Ｐさん、ＡｉＬｉさん、吉岡亜衣加さん、りりりさんなど豪華ゲストがス
テージを盛り上げます！
【会 場】イベント広場
【メインＭＣ】久保田未夢、澁谷梓希
【入場料】無料
【タイムテーブル】「当日プログラム」をご覧ください。

富野由悠季氏 特別講演
２０１７年８月、アニメツーリズム協会は『訪れてみたい日本のアニメ聖地８８（２０１７年版）』を発表
いたしました。今後さまざまに広がっていく「アニメツーリズム」の楽しさや地域振興の可能性、さらには
解決すべき課題について同協会の富野会長がお話しします。
【場 所】市民ホール４０１・４０２（ソニックシティビル４階）
【時 間】１４：３０～１５：３０
【入場料】無料
富野 由悠季（とみの よしゆき）【アニメーション映画監督・原作者】
1941 年生まれ。小田原市出身。日本大学芸術学部映画学科卒業後、
虫プロダクションに入社、ＴＶアニメ『鉄腕アトム』の演出を経て
フリーに。日本の様々なアニメーション作品の絵コンテ、演出を手がける。
主な監督作品に『海のトリトン』『無敵超人ザンボット 3』『機動戦士ガンダム』
『伝説巨神イデオン』『ガンダム G のレコンギスタ』などがある。
また、自身の作品の楽曲の作詞、小説の執筆なども手掛ける。
一般社団法人アニメツーリズム協会会長を務める。
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アニメの聖地サミット in 埼玉
「今だから語り合いたい！青春恋愛アニメの描き方、聖地と人のあゆみ」
～川越・秩父 アニメがつなぐＳＡＩＴＡＭＡプラチナルート～
－第１部－ 「月がきれい」魅力と込められた思い
出演：株式会社フライングドッグ プロデューサー 南 健
©2017「月がきれい」製作委員会
北海道大学観光学高等研究センター 教授 山村 高淑
ＭＣ：埼玉県国際課 課長 島田 邦弘
－第２部－ 「あの花」、「ここさけ」そしてアニメファンと共に～変化と不朽 秩父が辿った道～
出演：秩父市観光課 主幹 中島 学
聖地会議 代表取締役 柿崎俊道
埼玉県国際課 課長 島田 邦弘
【会 場】市民ホール４０１・４０２（ソニックシティビル４階）
【時 間】開場１０：３０／開演１１：００
【入場料】無料
ヨナヨナ・フェス２０１７
わしざきたけし

文化放送「超Ａ＆Ｇ＋」の人気番組「鷲崎 健 のヨルナイト☓ヨルナイト」がアニ玉祭初登場！番組から生
まれたユニット「オッド・アイ」スペシャルステージも実施します。

【会 場】大ホール
【入場料】指定／前売り券 5,800 円 当日券 6,300 円
※未就学児膝上可／お席が必要な場合は未就学児も有料
【時 間】開場１６：００／開演１７：００
【出 演】鷲崎健、沢口けいこ、青木佑磨、predia、学園祭学園、オッド・アイ（予定）
≪プレイガイド 一般発売情報≫
■チケットぴあ 0570-02-9999（P コード 636-685）
■イ―プラス http://eplus.jp
■CN プレイガイド 0570-08-9999
■楽天チケット http://r-t.jp/
■チケットポート 03-5561-9001
【チケットに関するお問合せ】
チケットポート 03-5561-9001 (平日 10:00～18:00)
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出展ゾーン
今が旬の人気アニメ作品や作品の舞台地、自治体による観光ＰＲコーナー、Ｂ級グルメなど、１００ブース
がソニックシティに集結します。
【会 場】第１展示場、イベント広場、鐘塚公園
【時 間】１０：００～１７：００
【入場料】無料
【出展内容】別添「当日プログラム」をご確認ください。
アニ玉祭公式グッズ
アニ玉祭開催記念！アニ玉祭と「ヤマノススメ」がコラボした、「アニ玉祭公式グッズ」を販売します。

【名称】ヤマノススメコラボＴシャツ
【販売価格】：3,000 円（税込）
【サイズ】Ｍ・Ｌ

【名称】ヤマノススメコラボトートバッグ
【販売価格】1,500 円（税込）

【販売場所】いずれも屋内「エクスアーツ」ブースにて
「進撃の巨人」超大型バルーン展示
アニ玉祭に「進撃の巨人」超大型バルーンがやってきます！アニメ「進撃
の巨人」に登場する巨人の頭部を、等身大で再現したバルーンで、高さ 4
ｍ超を誇ります。写真撮影も可能です。
【会 場】ソニックシティ周辺道路（歩行者天国内）
【ご注意】※天候の状況によっては、展示を控える場合がございます。
あらかじめご了承ください。
以下、併催企画
埼玉痛車フェスタ０５
痛車展示・コンテストを実施。当日プログラムの一部が投票券になっており、お気に入りの車に投票するこ
とが出来ます。アニ玉祭史上最多の３５台が集結します。
【会 場】鐘塚公園・ソニックシティ周辺道路
【入場料】無料

漫画家あらい太朗と学ぼう！アニメの仕組み
初心者でも簡単！楽しいゾートロープ（回転のぞき絵）を作ります。
【会 場】市民ホール４０４（ソニックシティビル４階）
【時 間】①13：00～14：00 ②14：30～15：30
【入場料】無料
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アニ玉祭サブステージ
アニ玉祭が大宮アルシェに出張！アニソン、アイドル、コスプレ、アニソンＤＪのサブカルの祭典！
【会 場】大宮アルシェ１Ｆイベントスペース
【入場料】無料
【タイムスケジュール】
10:30- アニソン DJ -DJ カナチャン11:30- アニソン×アイドル×アーティスト祭り！
14:00- しゅーげき☆アニ玉祭ステージ！＆マーキーズステージ
15:00- アキコス in アニ玉祭 2017
16:00- エアークラフトキャリアプロデュースアイドルステージ
17:30- フィナーレ
大宮駅オータムフェスタ 2017×大宮ＲＥＮＫＥＴＳＵ祭 共同企画「Suica・PASMO タッチラリー」
大宮駅構内及び大宮 RENKETSU 祭参加商業施設等に設置したキャンペーン端末にタッチすると、抽選でお買
い物クーポン等の景品が当たるラリー企画「Suica・PASMO タッチラリー」にアニ玉祭が参画します。抽選
でアニ玉祭公式グッズを１０名様にプレゼントします。
【端末設置箇所】アルシェ、そごう、ダイエー、髙島屋、東急ハンズ、マルイ、ルミネ、鉄道博物館、
大宮駅 計９箇所
【期 間】１０月１４日（土）～２２日（日）
※アニ玉祭公式グッズの引き換えは１０月２２日のみ。
※「Suica・PASMO タッチラリー」の実施期間は１１月１９ 日（日）まで。
アニ玉祭当日限定！周辺店舗連携企画
アニ玉祭当日、下記ＵＲＬ内の「アニ玉祭ロゴ」をお店に提示すれば、割引などのサービスが受けられます。
サービスはアニ玉祭当日（１０月２２日）に限りますのでご注意ください。対象店舗とサービス内容は以下
をご確認ください。
【ＵＲＬ】http://anitamasai.jp/news/5879
【対象店舗・サービス一覧】
①ファーストキッチン 大宮西口店
営業時間 ：７：００～２２：００
住所：埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１－１
サービス内容：ヨーグルトフロート半額（３２０円 → １６０円）
※他のサービスとの併用はできません。
②しゃぶしゃぶ温野菜 大宮西口店
営業時間：１７：００～２４：００
住所：さいたま市大宮区桜木町１－１－１０ OZ SAKURA ビル５Ｆ
サービス内容：１名～３名様 合計金額より５００円引き
４名様以上
合計金額より１，０００円引き
※５，４００円（税込）以上のお食事ご利用に限る。
③ＨＵＢ 大宮西口店
営業時間：１６：００～２４：００（日曜日）
住所：さいたま市大宮区桜木町１－１－１７ トリムビルＢ１Ｆ
サービス内容：レジでのお会計１０％ＯＦＦ
④焼肉ホルモン かちかち亭
営業時間：ランチ…１１：３０～１５：００（L.O／１４：３０）
ディナー…１７：００～２３：００（L.O／２２：３０）
住所：さいたま市大宮区桜木町２－１５４ 川村建設第１ビルＢ１Ｆ
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サービス内容：ランチ…ワンドリンクサービス
ディナー…ロースもしくはハラミ１人前サービス
※ディナー…１グループにつき１人前
⑤ドトールコーヒーショップ 大宮ソニックシティ前店
営業時間：８：００～２１：３０（日曜日）
住所：さいたま市大宮区桜木町２－１９４ Ｙｓビル１Ｆ
サービス内容：ドリンクサイズアップサービス（S→M M→L）
埼玉ＷＡＢＩ ＳＡＢＩ大祭典 2017 × アニ玉祭 スタンプラリー
「アニ玉祭」と、同日に開催される「埼玉ＷＡＢＩ ＳＡＢＩ大祭典 2017」の両会場を巡り、それぞれの
会場でスタンプをもらった方に、先着でマンガ「雨天の盆栽」特製缶バッジをプレゼントします（※缶バッ
ジは無くなり次第終了）。詳しくは後日アニ玉祭ＨＰにて発表。
■埼玉ＷＡＢＩ ＳＡＢＩ大祭典 2017“ＷＡ”－Japanese Culture－伝統×革新
開催日：10 月 21 日（土）10:00～19:00、22 日（日）10:00 ～15:00
場 所：大宮公園ほか
https://www.saitama-wabi-sabi.jp/

【問い合わせ先】
アニ玉祭実行委員会事務局（公益財団法人埼玉県産業文化センター内）
担当：沼野・安部
℡：048-647-4034 FAX：048-647-4159 メール：kikaku@sonic-city.or.jp

JR 東日本 Suica 利用承認第 107 号（株式会社ジェイアール東日本企画 許諾）／株式会社パスモ 商標利用許諾済第 23 号
※当該承認は、東日本旅客鉄道株式会社が本商品、サービスの内容・品質を保証するものではありません。

※PASMO マーク
及び
は株式会社パスモが本商品・サービスの内容・品質を保証するものではありません。※本サービ
スで使用する端末からは、個人を特定できる情報は取得致しません。※本サービスで使用する端末では、IC カードへのデータ書き込み
は一切行いません。※本サービスで使用する端末にタッチしても IC カードの残高は一切引き落とされません。※IC カード発行事業者の
都合により、予告なく IC カードが交換されることがあります。
「Suica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。
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