
『アンジェリーク ルミナライズ』『薄桜鬼 真改』『BUSTAFELLOWS』
の描き下ろしイラストが表紙の特別号を無料配布いたします。
裏表紙を飾るのは『結合男子』です。

「電撃Girl's Style Nintendo Switch 特別号」無料配布

「KENN と XX の！Nintendo Switch 体験隊！」の隊長としておなじみの声優 KENN さんの
等身大パネルを設置。撮影現場気分で隊長・KENNさんの等身大パネルと一緒に撮影ができます。

あなたも隊員に！？KENN隊長と撮影コーナー

Nintendo Switch 本体や Joy-Conの展示を行っています。
Joy-Conとカラーがマッチした『ときめきメモリアル Girl’s Side 4th Heart』
『アンジェリーク ルミナライズ』のアクリルスタンドの展示も。

展示コーナー

ニンテンドーアカウントチェックインをしてガラポンをまわして
ノベルティ全3種のうち1つをゲット。ノベルティは７枚つづり
ポストカードセット、ステッカー、そして「KENNとXXの！
Nintendo Switch体験隊！」隊長KENNさんのサイン色紙を
ご用意しています。

ぜひ事前にニンテンドーアカウントをご用意の上でお越し
ください。

抽選コーナー

７枚つづりポストカードセット

ステッカー

書き下ろしメッセージにダウンロード番号がついたAGF限定の
メッセージカードを配布。ダウンロード番号は無料で遊べる
体験版がダウンロードできます。

場所： Yellow Area前ホール 広告スペース

※配布物の数には限りがあります。 各日配布予定数量なくなり次第、配布を終了いたします。
※チェックインおよびガラポンはお1人様1日1回とさせていただきます。
※抽選にご参加いただく整理券の再発行はできませんので、ご了承ください。

Nintendo Switch 乙女ゲーム部から招待状

表紙 裏表紙
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G-11 TAKUYO

(c) TAKUYO CO.,LTD.

『死神と少女』のアクリル製品の販売や
サントラCDとクリアファイルの再販、
昨年のイベントグッズ等を販売致します。

NS版ゲームソフトも会場特別価格で販売！

新タイトル
『Money Parasite ～嘘つきな女～』
の無料配布物も予定しております。

皆様ぜひTAKUYOブースへお立ち寄り下さい！





タイ

中国

韓国

2gether ・ SOTUS

魔道祖師 ・天官賜福

夜画帳 ・砂漠に降りそそぐ龍の雨

など

G-16 Animate International AGF Limited Store







AGF限定アクスタ付き
ドラマCD&書籍を販売！

全3種
セット内容は

[CA S T ]

大河内徠斗 / cv. 堂島颯人

高良岳 / cv. 石川界人

桜田晏寿 / cv. 堀江瞬

桑嶋渓山 / cv. 成田剣

※書籍の内容は全て同一、
特典ドラマCDの内容が
異なる形となっています。

特典ドラマCD

「ランチタイムにて」
大河内徠斗 /cv. 堂島颯人
高良岳 /cv. 石川界人
桜田晏寿 /cv. 堀江瞬

特典ドラマCD

「ある日の第一営業部」
大河内徠斗 /cv. 堂島颯人
高良岳 /cv. 石川界人
桑嶋渓山 /cv. 成田剣

特典ドラマCD

「懇親会での出来事」
大河内徠斗 /cv. 堂島颯人
高良岳 /cv. 石川界人
桜田晏寿 /cv. 堀江瞬
桑嶋渓山 /cv. 成田剣

▼公式サイト ▼公式Twitter

都内某所にある一企業に勤める普通の会社員たち。

表向きではどこにでもいる社会人である彼らだが、

SNS上では様々なジャンルで活躍するクリエイター。

しかし、 INDIVIate というSNSを通じて

自己発信している裏には

彼らの欠点や弱みも隠されていてーーー 。 

©INDIVIate

G-21 INDIVIate





MORE INFO

山手線車内　　　　　　　　　 【AGF 限定車両】     
昨年度　　　　　　  パワーアップ     登場！！

浜松町駅 ・ 湊 航琉 （CV ： 狩野 翔） の 【駅員制服衣装】 展示 !

1

2

3

昨年に続き ! 池袋駅 ・ 青葉梟 光加人 （CV ： 島﨑 信長） の 【限定ボイス】 が聴ける !
ここでしか見られない !  Che bello! の 【中づり広告】 展示 !

山手線の各駅を舞台に
30人の個性豊かな駅員たちが活躍するアイドルプロジェクト

「STATION IDOL LATCH!」
をイメージした が

よりさらに して

AGF 特別施策 【運命の LATCH! おみくじ】 を無料配布 !!
4

5

オリジナルリーフレット 【はじめてのご乗車案内】 を無料配布 !!

AGF 限定アイテムを含むグッズ販売も！！6

G -24 STATION IDOL LATCH!



ハピネット ミュージックG-25
朗読専門レーベル『噺 RECORD』

第四期
″世界の文学シリーズ″発売決定！

永遠の名作文学を、” 声のプロ” 声優による朗読で聴く
朗読 CD シリーズ「朗読喫茶 噺の籠」。
日本の文学シリーズ全 18 タイトル好評発売中！

朗読専門レーベル『噺 RECORD』

第四期
″世界の文学シリーズ″発売決定！

永遠の名作文学を、” 声のプロ” 声優による朗読で聴く
朗読 CD シリーズ「朗読喫茶 噺の籠」。
日本の文学シリーズ全 18 タイトル好評発売中！

朗読専門レーベル『噺 RECORD』

第四期
″世界の文学シリーズ″発売決定！

永遠の名作文学を、” 声のプロ” 声優による朗読で聴く
朗読 CD シリーズ「朗読喫茶 噺の籠」。
日本の文学シリーズ全 18 タイトル好評発売中！

第四期
″世界の文学シリーズ″発売決定！

永遠の名作文学を、” 声のプロ” 声優による朗読で聴く
朗読 CD シリーズ「朗読喫茶 噺の籠」。
日本の文学シリーズ全 18 タイトル好評発売中！

西山宏太朗
星の銀貨 他 /グリム

西山宏太朗
星の銀貨 他 /グリム

駒田 航
賢者の贈り物 他

　/オー・ヘンリー

駒田 航
賢者の贈り物 他

　/オー・ヘンリー

先行試聴サンプル

プレゼント！ ◆先行試聴サンプラー配布

◆全タイトル視聴できます！

◆先行試聴サンプラー配布
各種「噺 RECORD」CD をご購入の方に

西山宏太朗、駒田航による
朗読収録の先行試聴サンプラーを配布いたします。
※数量限定　配布数終了の場合はご了承ください。

◆全タイトル視聴できます！
発売済み全 18 作をフルサイズ試聴できる QR コード
掲載のチラシを配布します。
※試聴は AGF2022 期間限定です。

各種「噺 RECORD」CD をご購入の方に

西山宏太朗、駒田航による
朗読収録の先行試聴サンプラーを配布いたします。
※数量限定　配布数終了の場合はご了承ください。

発売済み全 18 作をフルサイズ試聴できる QR コード
掲載のチラシを配布します。
※試聴は AGF2022 期間限定です。

©Hanashi RECORD/ 揺（OCTA）

2.5 次元コスプレダンスユニット2.5 次元コスプレダンスユニット2.5 次元コスプレダンスユニット
「私立九瓏ノ主（クロノス）学園」に通う高校生 6 人と
ぬいぐるみ 1 匹によって構成される『アルスマグナ』
が、AGF に帰ってくる！

津田ダイチ、津田リク来店！津田ダイチ、津田リク来店！津田ダイチ、津田リク来店！
【新規描き下ろし絵柄】

AGF 限定 /AGF 先行
グッズ販売実施！

【新規描き下ろし絵柄】
AGF 限定 /AGF 先行
グッズ販売実施！

【新規描き下ろし絵柄】
AGF 限定 /AGF 先行
グッズ販売実施！ お渡し会実施！ぜひご参加ください！

600円（税込）

1,800円（税込）

津田ダイチ 津田リク

ぷにぷにとした手触りの

新触感缶バッジです！

©PLAN CHIME

アクリルスタンドキーホルダー

缶バッジ６個セット

ランダムぷにぷに缶バッジ

AGF 限定

AGF 限定

AGF 先行

配布期間にアルスマグナ対象グッズ /CD をブースでご購入
頂いた方に、「イベント参加券」を 3,000 円ご購入毎に１枚
お渡しいたします。「イベント参加券」をお持ちの方は
お好きなメンバーからのお渡し会にご参加頂けます。
※数量限定のため、配布終了の場合はご了承ください。
※参加券配布期間は 1 会計 6 点までのご購入となります。
※お渡し会は列が途切れ次第終了となります。

お渡し会：11/5（土）13:30 ～
参加券配布：11/5（土）OPEN ～ 13:30

1,800円（税込）1,800円（税込）




