
『電撃Girl’sStyle Nintendo Switch特別号』無料配布
乙女ゲーム情報誌『電撃Girl’sStyle Nintendo Switch特別号』
の配布が行われます。

『ピオフィオーレの晩鐘 -ricordo-』
デザインポーチ先行販売
Nintendo Switch ソフト『ピオフィオーレの晩鐘 -ricordo-』
開発スタッフがデザインを手がけたNintendo Switch Lite用
ポーチのAGF先行販売が行われます。

サイン入りカバーの展示と抽選会
Nintendo Switch の乙女ゲームに出演している声優やキャラクターのサインを入れた
Nintendo Switch Lite 用のカバーを展示します。展示されたサイン入りカバーは抽選で
プレゼントも予定しています。
抽選の応募用紙はブースにて配布されておりますので、ご記入の上、ブース内ボックスへ
ご投函ください。

配布物や販売物などは、数に限りがございます。なくなり次第、配布や販売は終了となります。

ブース概要

Nintendo Switch で乙女ゲームを発売する各メーカーの企画が集まった
ブースです。
グッズの販売や、『電撃Girl’sStyle Nintendo Switch特別号』の配布など、
さまざまな企画を予定しています。
この他にも企画が用意されています。企画一覧や、注意事項については公式
HPをご参照ください。











SHOP

G-6 花子くんSHOP

©AI/SQEX,HP

新作グッズを
 先行販売します！





Project NOAHのグッズ販売や
無料配布を予定しております。

G-8 Project NOAH -プロジェクト・ノア-





VOYZ ENTERTAINMENT 所属の2次元タレント

「冨士原  良」キャラクターデザイン！

2019.9.2に活動を開始して既に、3曲をリリース！
メンバー5人のリアルストーリーが読める「学芸大青春バクステ
アプリ」が話題！アプリのストーリー世界が、リアルな活動にリンク
していく、前代未聞のボーイズグループ学芸大青春‼

歌が好きで、ダンスが好きで、誰かを幸せに
することが夢だった。
エンターテインメントの世界に、初恋みたいに、
焦がれていた。
けれど、現実という名の壁が、ぼくとぼくの理想
を引き裂いた。
初恋は叶わない、らしい。
そんな言葉を信じかけたとき、ぼくらは出会った。
立ちふさがる壁を超えて、手放しかけた憧れを、
もう一度捕まえにいく。
青春には、まだ間に合う。

DISCO GRAPHY

公式 HP 公式 Twitter

 ChargeSPOT コラボソング

   

JUNES

youthful days

WHO WE ARE !

Race !

星になれ

2019.09.03 Release

2019.10.01 Release

2019.10.28 Release

2019.11.11 Release 

2019.11.25 Release 

1st Single 

2nd Single

3rd Single

4th Single
　 　
5th Single

and more…

リ
プ
ア

と

ル
ア
リ

が
界
世
の

動
連

る
す学芸大青春  バクステアプリ

G-10 学芸大青春









描きおろしイラストグッズ販売＆出演キャストによるお渡し会開催！
物販でのご購入金額に応じて特典の

インスタントフォト風カードもプレゼント！
ファイターの等身大パネルも展示中です。

あなたも　#ファイター推し活 しませんか？

©Victor Entertainment Games　©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.©Victor Entertainment Games　©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

G-15 THE KING OF FIGHTERS for GIRLS







- ファーチャーム -

「きゃわプラス」は可愛いものに可愛いものを追加してもっと可愛くカスタムできる、
エイコーオリジナルちょい足しシリーズです。

第２弾は見て触って楽しい「もふもふ生地のカラフルファーチャーム」が登場！

ぬいぐるみやマスコットにプラス！ アクリルキーホルダーや
ラバーストラップにプラス！

好きな色だけ繋げても可愛い♪

エイこれットブースでは「おそ松さん」「殺彼」「BANANA FISH」の
新作アイテムをはじめ、トレーディングではなく選んで買えるオリジナルちょい足しシリーズ

「きゃわプラス」「チェキらば」「もち旅ポーチ」をご用意して皆様のお越しをお待ちしております！

G-18 エイこれット





『アイドリッシュセブン』
つままれキーホルダー
『アイドリッシュセブン』
つままれキーホルダー

各￥６６０（税込）

イラスト：まあこ

各￥６６０（税込）

イラスト：まあこ

© 吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable　© 三田誠・TYPE-MOON /  LEMPC　© アイドリッシュセブン

『鬼滅の刃』クリーナークロス『鬼滅の刃』クリーナークロス サイズ:２１×１３ｃｍ　各￥６６０（税込）サイズ:２１×１３ｃｍ　各￥６６０（税込）

『ロード・エルメロイII世の事件簿
　 -魔眼蒐集列車 Grace note-』
『ロード・エルメロイII世の事件簿
　 -魔眼蒐集列車 Grace note-』

フルカラーマグカップ ￥１６５０（税込）フルカラーマグカップ ￥１６５０（税込）

十
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天
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八
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善
逸











G-27 AIЯRIDE RECORDS.
AIЯRIDE RECORDS.が手がける
「あまさしお」「華Doll*」のグッズ販売、
プロモーションを行います。お楽しみに︕

                                 

【華Doll*Official website】https://hana-doll.com/
【あまさしお　公式HP】 https://amasashio.com/

■STAFF
キャラクターデザイン︓悌太　シナリオ︓関涼子　
制作︓AIЯRIDE RECORDS.
■CAST
影河凌駕︓CV濱野大輝　灯堂理人︓CV伊東健人　チセ︓CV駒田航
如月薫　︓CV土岐隼一　結城眞紘︓CV山下誠一郎　清瀬陽汰︓CV増田俊樹

天野 七瑠（あまの なる）、笹 翼（ささ つばさ）、
汐谷 文康（しおや ふみよし）の3人からなる
声優ユニット「あまさしお」。
AGF2019を更に盛り上げるべく、声優ユニット
「あまさしお」が昨年に引き続きオフィシャル
サポーターユニットとして活動します︕
AGFのフィナーレを飾るライブステージAGFのフィナーレを飾るライブステージ
Next Generation Festival 2019にも登場︕

「華Doll*」は楽曲とドラマパートが収録された
CDシリーズコンテンツであり、今までのアイドルの
イメージを違った視点から切る、タブーとも取れる
テーマにあえて踏み込んだ【知的興奮型】
コンテンツです。
架空の芸能事務所・天霧プロダクションが取り組む、
体内に特殊な種を埋め込み、完璧なアイドルを体内に特殊な種を埋め込み、完璧なアイドルを
つくりあげる「華人形プロジェクト」に参加した
少年たちの行き着く先とは。

©AMASASHIO   ©2019HANA-Doll







G-30 アニプレックス

アニプレックスがエスコート。
特別なパーティを貴女に♪
アニプレックスがエスコート。
特別なパーティを貴女に♪
アニプレックスがエスコート。
特別なパーティを貴女に♪

11月   9日 (土 ) 13:30～14:00予定

11月 10日(日 ) 13:30～14:00予定

©Aniplex Inc.
© キヅナツキ・新書館／ギヴン製作委員会
© 吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
©TYPE-MOON / FGO PROJECT
©TYPE-MOON / FGO� ANIME PROJECT
© 三田誠・TYPE-MOON / LEMPC
©Sony Creative Products Inc.   © ソニー・クリエイティブプロダクツ／「うちタマ ?!」製作委員会

商品詳細は 特設ページ をチェック！
https://www.aniplex.co.jp/agf/2019/

5 作品5作品大人気の  5 作品 をラインナップ！

アニプレックスブースに
タマがやってくる！

● 最新情報が掲載されたチラシを配布予定！

さらに新情報も解禁?! 

さらに新情報も解禁?! 

さらに新情報も解禁?! 



G-31 メディコス・エンタテインメント

http://www.medicos-e.net/ http://www.medicos-e-shop.net/HP ONLINE SHOP

＠medicos_et_ j「ジョジョの奇妙な冒険」関連情報＠medicos_et_02メディコス商品総合情報

AGF2019限定グッズセット

BIGアクリルスタンド（全14種）

パーカー【暗殺者チームver.】

etc..

etc..

etc..

アクリルジオラマ【18歳ver.】

アクリルジオラマ【大人ver.】

BIGアクリルスタンド（全12種）

ハート型ラメアクリルバッジ
（全6種）

BIGアクリルスタンド（全4種）

ごろりんアクリルキーホルダー
（全4種）

ごろりん缶バッジコレクション
 （全12種）

ごろりんアクリルキーホルダー
コレクション（全12種）

AGFだけの限定商品や、先行販売の他、限定特典のプレゼント、
展示コーナーなど盛りだくさんの予定です！

AGFだけの限定商品や、先行販売の他、限定特典のプレゼント、
展示コーナーなど盛りだくさんの予定です！

AGFだけの限定商品や、先行販売の他、限定特典のプレゼント、
展示コーナーなど盛りだくさんの予定です！

AGFだけの限定商品や、先行販売の他、限定特典のプレゼント、
展示コーナーなど盛りだくさんの予定です！

メディコス・エンタテインメントブースでは、
TVアニメ「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」をはじめ、

「えいがのおそ松さん」など様々な人気作品の描き下ろしイラストを使用した
新作グッズなどの販売をおこないます！

©LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険GW製作委員会 

©TSUKIANI.©TSUKIANI.©Kokone Nata/SQUARE ENIX©Kokone Nata/SQUARE ENIX

©赤塚不二夫／えいがのおそ松さん製作委員会 2019©赤塚不二夫／えいがのおそ松さん製作委員会 2019
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