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OFFICIAL  PAMPHLET
『アニメイトガールズフェスティバル (AGF)』は、アニメ・コミック・声優・グッズ・乙女ゲーム・
コスプレなど”女の子のためのすべて”が集まる池袋の大型イベント !

本イベントは、東京都が発表しているガイドライン及び会場規定に準じてイベントの実施・運営を行います。
内容は新型コロナウイルス感染症等の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

本イベントには映像／写真撮影を含む取材が入る予定です。お客様が映り込む可能性もございますので予めご了承ください。 

AGF2022
公式サイト

AGF2022
公式Twitter

来場者
アンケート

https://twitter.com/AGF_info
https://req.qubo.jp/animatelab/form/AGF2022
https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2022/


アニメイトガールズフェスティバル2022のテーマ「WA」には様々な意味が込められています。

池袋駅を中心にぐるりと囲むようにエンターテインメントの「環」を広げ、ご来場されるお客様同士の会「話」の場所を提供することで
コミュニケーションの場を創るとともに、
本イベントがお客様とコンテンツ、お客様同士、お客様と出展企業をつなぐお手伝いをすることで、1つの大きな「輪」を完成させます。
また、本年のテーマに合わせ、輪の形をしたお菓子として代表的な「ドーナツ」をイベントのデザインモチーフにいたしました。
ドーナツの穴は「目に見えないのに存在している」ものとして有名です。それと同じく「楽しい」や「嬉しい」という気持ちも、
目には見えませんが実際には存在します。「WA」の真ん中にいるお客様の「楽しい」や「嬉しい」、はたまた「面白い」といった
キラキラした気持ちが集まることで「WA」は完成します。

アニメイトガールズフェスティバルでは「WA」を創り出す場所をご提供することはできても、完成させることはできません。
そのため、お客様に様々な形でアニメイトガールズフェスティバル2022をお楽しみいただき、
お客様の手によって「WA」を完成いただくことを目指し、このテーマといたしました。

■協賛(10月17日時点 50音順)
[ゴールド協賛]アニプレックス／株式会社エポスカード／ガシャポンⓇ

　　　　　　  #コンパス 戦闘摂理解析システム＆#コンパス ライブアリーナ／株式会社JTB／ Nintendo Switch
　　　　　　 ブラックスター -Theater Starless- ・ マガツノート
[シルバー協賛]フリュー株式会社　プリントシール機『97％』
[ブロンズ協賛] Google Play  ／coly／スクウェア・エニックス／セブン＆アイ・クリエイトリンク
　　　　　　 株式会社 東京ナレーション演技研究所／株式会社 日本ナレーション演技研究所／マズル／株式会社MENU　
　　　　　　 Google Play は Google LLC の商標です。
■協力：豊島区商店街連合会／一般社団法人 豊島区観光協会／東京商工会議所豊島支部
■共催：池袋オータムカルチャーフェスティバル実行委員会

■イベント名称：アニメイトガールズフェスティバル2022
　　　　　　　本イベントはとしま区制施行90周年記念事業の一つです。

■開催期間：2022年11月5日(土)・6日(日) 
■開催場所：池袋・サンシャインシティ 他
■開催時間：メイン会場 8:45～17:00(16:30新規最終入場)
　　　　　  ※そのほか、各企画ごとの開催時間は本パンフレットの各企画ページをご覧ください。

アニメイトガールズフェスティバル2022へご参加の皆様へお願い

開催概要

新型コロナウイルス感染症対策

今年のテーマは「WA」

ワクチン接種の推奨
(不織布マスクの推奨)

本イベントは、東京都が発表しているガイドライン及び
会場規定に準じてイベントの実施・運営を行います。
安全・安心なイベントとなりますよう努めてまいりますが、
ご参加されるお客様におかれましても、
感染症対策へのご理解とご協力を何卒お願いいたします。

詳細は
こちらから

acosta!×アニメイトガールズフェスティバル2022連動サービス

チケット情報

ご来場のお客様へのご案内

午後チケットの当日販売について

詳細は
こちら

ご来場の
皆様への
お願い

電子チケットの
利用方法

詳細は
こちら

アニメイト通販

イベント会場

①11月5日(土)入場チケット

※お支払いは現金のみ

販売期間：11月6日(日)10:00 ～16:00（新規最終入場16:30まで）

販売期間：11月5日(土)0:00 ～16:00（新規最終入場16:30まで）

②11月6日(日)入場チケット

①11月5日(土)入場チケット

②11月6日(日)入場チケット

販売期間：11月5日(土)0:00 ～11月6日(日)16:00（新規最終入場16:30まで）

販売場所：ワールドインポートマートビル4階 展示ホールA付近
　　　　  Red AREAを左手にご入場いただいた際、建物内の入口すぐ左側に販売場所がございます。

販売期間：11月5日(土)10:00 ～16:00（新規最終入場16:30まで）

チケット販売スケジュール

アニメイトガールズフェスティバル2022メイン会場へのご入場には
「アニメイトガールズフェスティバル2022 電子チケット」が必要です。
《LINE認証》及び《電子チケットの表示》が可能なスマートフォンを
ご入場者様1名につき1台ご用意ください。

スムーズな入場のために

【午後チケット(当日券)】のみ、イベント当日にアニメイト通販・会場の両方でお買い求めいただけます。
事前販売で完売した場合は実施いたしませんので予めご了承ください。

ご自身の入場時間枠の集合時間をご確認のうえ、ワールドインポート
マートビル4階（サンシャイン広場）・入場受付へお越しください。
※集合時間よりも大幅に早くご来場されますと、一般のお客様の
　ご迷惑になりますのでご配慮いただけますようお願いいたします。

11月5日(土)・6日(日)のacosta!の参加証（リストバンド・シール）
をお持ちのお客様は、15:00以降アニメイトガールズフェスティバ
ル2022のメイン会場へ無料でご入場いただけます♪連動サービス
を利用し15:00以降にメイン会場内へご入場希望の方は、池袋・サ
ンシャインシティ ワールドインポートマート4階 チケットインフォ
メーション付近へお越しください。

入場受付

アニメイトガールズフェスティバル2022メイン会場

午後チケット(当日券)
販売場所

ス
ペ
イ
ン
階
段

アニメイトアネックス

インターネットへ接続できるようあらかじめご用意の上、受付にお越しください。
電子チケットのスクリーンショット画面や紙への出力ではご入場いただけません。

受付前に「アニメイトガールズフェスティバル2022入場チケット」が
表示できるか確認しよう！

有効な身分証明書を準備しよう！
入場時や整列時に、身分証明書による本人確認をさせていただく場合がございます。

入場受付後はスムーズに移動しよう！
入場チケット券面に記載された入場口、整理番号の位置に整列してください。

リストバンドは右腕に着用しよう！
原則、スタッフがお付けしますので、リストバンドが付けやすいよう腕まくりの
ご協力をお願いします。
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池袋駅を中心にぐるりと囲むようにエンターテインメントの「環」を広げ、ご来場されるお客様同士の会「話」の場所を提供することで
コミュニケーションの場を創るとともに、
本イベントがお客様とコンテンツ、お客様同士、お客様と出展企業をつなぐお手伝いをすることで、1つの大きな「輪」を完成させます。
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https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2022/group/detail/ticket
https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2022/group/detail/identification
https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2022/group/detail/requesttoallvisitors
https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2022/group/detail/covid-19
https://acosta.jp/event/ikebukuroagf/


https://nichinare.com/sp/index.html?code=agf_hp
https://tonare.co.jp/?code=agf


https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2022/page/exhibition
https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2022/group/detail/trading


アニメイトガールズフェスティバル2022メイン会場へのご入場には「アニメイトガールズフェスティバル2022 電子チケット」が必要です。《LINE認証》及び《電子チケットの表示》が可能なスマートフォンのご用意をお願いいたします。





※本イベントは、東京都が発表しているガイドライン及び会場規定に準じてイベントの実施・運営を行います。内容は新型コロナウイルス感染症等の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2022/group/detail/ticket_rendo
https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2022/group/detail/coaster


11月5日(土)～11月20日(日)
池袋周辺エリア

謎解き開催期間

謎解きスポット設置場所

★アニメイトガールズフェスティバル2022のメイン会場への入場チケットをお持ちでなくてもご参加いただけます。
★本企画へご参加いただくには専用の謎解きキットのご購入が必要です。

お渡し期間：11月5日(土)～11月6日(日)
お渡し場所：中池袋公園内 インフォメーションテント

謎解きキットについて クリア景品について

にじさんじ＆NIJISANJI EN所属ライバーユニット『VOLTACTION』と『Luxiem』がコラボ！
池袋に設置された謎解きスポットを巡って謎を解き、景品のアクリルキーホルダー(1種)をゲットしよう！
※本企画へご参加いただくには、専用のブラウザにアクセスいただく必要がございます。スマートフォンおよびタブレットの使用を推奨いたします。

※謎解きキット1つに対し、クリア景品は1つのお渡しとなります。※お一人様で参加可能な謎解きとなっております。

商品価格：2,000円(税抜)
取扱店舗：アニメイト池袋本店、渋谷店、秋葉原本館、
　　　　  新宿店                        
発 売 日：11月3日（木）開店時～なくなり次第終了                        
※アニメイト通販での販売はございません。
※当日の状況により、各店ごとに整列・抽選などを実施させていただく
　場合がございます。
※お1人様1点までのご予約、ご購入となります。

▲謎解きキット(クリアファイルバッグ) イメージ画像 ▲景品 アクリルキーホルダー(1種) イメージ画像

企画の
詳細は
こちらから

ファミリーマート

中池袋公園

東京建物 
Brillia HALL

11月7日(月)～11月20日(日)の期間は《アニメイト池袋本店 1F 
コンシェルジュカウンター》にて景品をお渡しします。

ⒸANYCOLOR, Inc.

開催期間中、キャンペーン実施店舗をご利用いただいた方に、アニメイトガールズフェスティバル2022限定コラボ
の描き下ろしイラストを使用した「コラボコースター(全9種)」をランダムで1枚プレゼント!
街ナカを巡ってコースターを集めよう♪

11月5日(土)～11月6日(日)
※営業時間は各店舗により異なります。

開催期間中、指定の店舗にて1会計につき税込500円
以上ご購入でコースターを1枚ランダムでお渡しします。
※一部対象店舗では、配布条件が異なる場合がございます。

※先着配布となりますので、各日ともになくなり次第終了となります。

※全店舗、トレーディング形式の配布となります。

配布条件

★アニメイトガールズフェスティバル2022のメイン会場への入場チケットをお持ちでなくてもご参加いただけます。

コースター配布店舗

GiGO 池袋3号館
GiGOのたい焼き池袋

ナムコ池袋店

ミスタードーナツ
池袋サンシャイン通りショップ

ACOS池袋本店

中池袋公園内　池袋オータムカルチャーマルシェ

GLOBAL RING CAFÈ

EAT GOOD PLACE

マリオンクレープ WACCA池袋店

英国風PUB HUB＋82 池袋WACCA店

渡会雲雀
(Watarai Hibari) 

風楽奏斗 
(Fura Kanato) 

四季凪アキラ
(Shikinagi Akira) 

セラフ・ダズルガーデン
(Seraph Dazzlegarden)

Mysta Rias 
(ミスタ・リアス)

Ike Eveland 
(アイク・イーヴランド)

Vox Akuma 
(ヴォックス・アクマ) 

Shu Yamino
(闇ノシュウ)

Luca Kaneshiro
 (ルカ・カネシロ)

Luxiem

VOLTACTION

開催期間

企画の
詳細は
こちらから

https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2022/group/detail/coaster
https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2022/group/detail/nazotoki


https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2022/group/detail/nakaikebukuro
https://www.animate.co.jp/ex/animatepay/?utm_source=flyer&utm_medium=QR&utm_campaign=AGF2022_animatepay_2211


アニメイト池袋本店
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-20-7

https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2022/group/detail/funsui_stage
https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2022/group/detail/Gratte_event2022
https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2022/group/detail/virtual
https://www.animate.co.jp/ex/ikebukuro2023/?utm_source=POP&utm_medium=QR&utm_campaign=221104_AGF


出展ステージタイムスケジュール

Ⓒyura ⒸAGF2022

出展ステージは無料オンライン配信＆リアル観覧にて開催！
ステージのリアル観覧方法は、各出展ステージの公式サイト・公式SNS等が発信する案内をご確認ください。

YouTube アニメイトタイムズチャンネル
ニコニコ生放送(公式)

※配信時間は多少前後する可能性がございますので予めご了承ください。
11月5日(土)11:10-19:20／11月6日(日)11:50-17:40
11月5日(土) ～ 11月6日(日)開催日程

開催時間

配信場所

時間 ステージタイトル 出演者（敬称略）

波多野 翔（川和静 役）、ROβiN（苺宮楽ノ進 役）、
坂上 晶（五十島慈 役）、白石 康介（渋吉陸玖 役）、
幡野 智宏（獣条一希 役）

冬月さん役：石川由依、氷室くん役：小林千晃
狐森さん役：内山夕実、冴島くん役：内山昂輝 
オープニングアーティスト：佐久間貴生

Arcanamusica AGF SPECIAL STAGE

「東京カラーソニック!!」
中島ヨシキ＆梶原岳人のソニラジ!! 
公開録音 in AGF2022

SHIRANAMI 5 Live@AGF2022

TVアニメ「氷属性男子とクールな同僚女子」
AGF2022ステージ

11

6
(日)

2
日
目

11:50 12:30

13:30 14:10

14:40 15:20

15:50 16:30

17:00 17:40

＜パーソナリティ＞
 中島ヨシキ（加地春飛役）、梶原岳人（瀬文永久役）
 ＜ゲスト＞
 上村祐翔（霧島宙役）

Dream声優オーディション2022 配信ステージ

CV:矢口恭平、酒井広大、白木慈恩、鈴木凱也、
　   西村一輝　他

MADKID SPECIAL LIVE MADKID

BAD TOWN REVERSALメインキャストが出演

KENN、前野智昭、岡本信彦

奥山敬人、村上雅貴、和泉雄希、
MC 松根マサト（アニメーション監督）

公式サイトをチェック

公式サイトをチェック

完全新作コンテンツ制作発表

BAD TOWN REVERSAL 3rd lounge

SOLID CUBEスペシャルステージ

『ヘブンズコード・ブレイカーズ』ステージイベント

時間 ステージタイトル 出演者（敬称略）

11

5
(土)

1
日
目

TVアニメ『UniteUp!』スペシャルステージ 戸谷菊之介、山口諒太郎、平井亜門、助川真蔵、
masa

『恋花幕明録』制作発表イベント 仲村 宗悟（斎藤一役）、鈴木 崚汰（木戸孝允役）、
木村良平（西郷隆盛役）

15:10

16:20

17:30

18:40

13:30

12:20 13:00

15:50

17:00

18:10

19:20

11:10 11:50

14:10

詳細はこちら

【10月17日時点】

【10月17日時点】

アーカイブ配信は各日ライブ配信終了後より
　2022年11月11日(金)18:00まで♪

arisa

https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2022/page/stage



