
2019.10.06.[Sun]
10：30-15：30

東京ビッグサイト　南 3・４ホール
※ COMIC1 ☆ 16 内で開催※
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目次

Contents

会場 東京ビッグサイト　西展示棟　4階　〒135-0063　東京都江東区有明3-11-1

アクセス ■電車
●りんかい線　「国際展示場」駅下車 徒歩約7分

大崎駅（JR） ➡ 〈13分〉 ➡ 国際展示場駅 ➡ 〈5分〉 ➡ 新木場駅（JR、東京メトロ）
※大崎から新宿・大宮方面へ、JR埼京線相互直通運転　渋谷（約20分）、新宿（約25分）、池袋（約31分）、大宮（約56

分）、川越（約78分）と大変便利です。
●ゆりかもめ　「東京ビッグサイト」駅下車 徒歩約3分

新橋駅（JR、東京メトロ、都営地下鉄） ➡ 〈22分〉 ➡ 国際展示場正門駅 ➡ 〈8分〉 ➡ 豊洲駅（東京メトロ）
■バス
●都営バス 

都05系統： 東京駅丸の内南口（勝どき駅前経由） ➡ 〈40分〉 ➡ 東京ビッグサイト
東16系統： 東京駅八重洲口（豊洲駅前経由） ➡ 〈40分〉 ➡ 東京ビッグサイト
※豊洲駅 ➡ 〈約15分〉 ➡ 東京ビッグサイト
門19系統： 門前仲町 （豊洲駅前経由） ➡ 〈30分〉 ➡ 東京ビッグサイト

●京急バス
 横浜駅東口 ➡ 〈約50分〉 ➡ 東京ビッグサイト

●空港バス （リムジンバス・京急バス）
羽田空港 ➡ 〈約25分〉 ➡ 東京ビッグサイト
成田空港 ➡ 〈約60分〉 ➡ 東京ベイ有明ワシントンホテル（下車 徒歩約3分）
※イベント開催時のみ運行の便もありますので、ご確認ください。

■徹夜を含む前日からの会場付近への来場は禁止されています。
■公共の交通機関を利用して来場して下さい。
■自家用車およびバイク、自転車などでの来場は固くお断りします（会場側・主催者側では駐車場を用意しておりません）。

ご注意!

基本情報

Information
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ブース番号リスト / ブース名 50 音リスト
会場マップ

目次 / 会場アクセス / 奥付
出展者アピール

奥付

Impression

※本紙掲載の記事、出展者カット、その他の無断転載、複写を禁じます。掲載広告の内容について character1 JAPAN は一切その責任を負いません。

発行日
発行者
表紙イラスト
編集
頒布価格

character1 2019 イベントパンフレット連絡先

2019 年 10 月 03 日
character1 JAPAN 事務局
桜ひより
事務局
無料

〒 110-0005
東京都台東区上野 3 丁目 17-2
幸和ビル 2 階
character1 JAPAN 事務局

ブース番号リスト

Booth No. List
Cchara1 公式販売所
スタンプラリー窓口
VISUAL ARTS ／ Key
Clochette
ネクストン
まどそふと
Gift

メロンブックス うりぼうざっか店出張所
インターネットラジオステーション＜音泉＞＆音 mart
ケロＱ＆枕
グリザイアクロノスリベリオン
GIGA STATION
エイ・ワン・シー ストア chara1 店
グッドスマイルカンパニー
Yostar chara1 購買部
ネコぱらいてん！
NEKO WORKs
二次元コスパ
GEE!STORE
アクシア
一迅社
アクアマリン
SAGA PLANETS
とらのあな×アクアプラス
TOKYOTOON
オーガスト /ARIA

「ゆずソフトショップ出張所」／「SAGA PLANETS ショップ」出張所

101
103
104
106
107
108
109

201
202
203
204
205
206
211
212
213
215
221
223
224
225
226
231
232
233
234
235

ブース名50音リスト

Sort List
I アクアマリン
アクシア
一迅社
インターネットラジオステーション＜音泉＞＆音 mart
エイ・ワン・シー ストア chara1 店
オーガスト /ARIA
GIGA STATION
Gift
chara1 公式販売所
グッドスマイルカンパニー
グリザイアクロノスリベリオン
Clochette
ケロＱ＆枕
SAGA PLANETS
GEE!STORE
スタンプラリー窓口
TOKYOTOON
とらのあな×アクアプラス
二次元コスパ
ネクストン
ネコぱらいてん！
NEKO WORKs
VISUAL ARTS ／ Key
まどそふと
メロンブックス うりぼうざっか店出張所

「ゆずソフトショップ出張所」／「SAGA PLANETS ショップ」出張所
Yostar chara1 購買部

226
224
225
202
206
234
205
109
101
211
204
106
203
231
223
103
233
232
221
107
213
215
104
108
201
235
212
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会場マップ

Map

※ COMIC1 ☆ 16 内で開催※
東京ビッグサイト ( 東京国際展示場）　南展示棟　南 3・4 ホール

ブース番号リスト

Booth No. List
Cchara1 公式販売所
スタンプラリー窓口
VISUAL ARTS ／ Key
Clochette
ネクストン
まどそふと
Gift

メロンブックス うりぼうざっか店出張所
インターネットラジオステーション＜音泉＞＆音 mart
ケロＱ＆枕
グリザイアクロノスリベリオン
GIGA STATION
エイ・ワン・シー ストア chara1 店
グッドスマイルカンパニー
Yostar chara1 購買部
ネコぱらいてん！
NEKO WORKs
二次元コスパ
GEE!STORE
アクシア
一迅社
アクアマリン
SAGA PLANETS
とらのあな×アクアプラス
TOKYOTOON
オーガスト /ARIA

「ゆずソフトショップ出張所」／「SAGA PLANETS ショップ」出張所

101
103
104
106
107
108
109

201
202
203
204
205
206
211
212
213
215
221
223
224
225
226
231
232
233
234
235

ブース名50音リスト

Sort List
I アクアマリン
アクシア
一迅社
インターネットラジオステーション＜音泉＞＆音 mart
エイ・ワン・シー ストア chara1 店
オーガスト /ARIA
GIGA STATION
Gift
chara1 公式販売所
グッドスマイルカンパニー
グリザイアクロノスリベリオン
Clochette
ケロＱ＆枕
SAGA PLANETS
GEE!STORE
スタンプラリー窓口
TOKYOTOON
とらのあな×アクアプラス
二次元コスパ
ネクストン
ネコぱらいてん！
NEKO WORKs
VISUAL ARTS ／ Key
まどそふと
メロンブックス うりぼうざっか店出張所

「ゆずソフトショップ出張所」／「SAGA PLANETS ショップ」出張所
Yostar chara1 購買部

226
224
225
202
206
234
205
109
101
211
204
106
203
231
223
103
233
232
221
107
213
215
104
108
201
235
212
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character1 2019 Official Guide
出展者アピール

Exhibitors

200 番台

202

インターネットラジオス
テーション＜音泉＞＆
音 mart アニメ・ゲーム・
声優のラジオ番組が 24
時間毎日いつでも好きな
番組が楽しめるインター
ネットラジオステーショ
ン＜音泉＞！
PC ゲームメーカー好き
にはニヤっとする商品を
多数ご用意！
是非お立ち寄り下さい。

インターネットラジオステーション＜音泉＞＆音 mart 203

こ ん に ち は。 ケ ロ Q&
枕 で す。character1 
Street2019 に 参 加 と
いうことで今回もサクラ
ノ 詩・ サ ク ラ ノ 刻 関 連
グッズを販売予定です。
ブースに来てくれた皆様
に楽しんでいただける何
かも企画するかも！？
詳細は公式サイトでの告
知をご確認ください！！

ケロＱ＆枕

201

いつもお世話になってま
す。メロンブックス「
うりぼうざっか」です。
今回も「うりぼうざっ
か」企業ブースでは自社
ブランドのグッズを販
売します。お気軽にお立
ち寄りください！

メロンブックス うりぼうざっか店出張所

109

イベントの詳細は Gift の
HP で告知させ
ていただく予定です！

Gift

107

こんにちは、ネクストンで
す！
今回も恋姫†夢想シリー
ズ等の新作グッズをご用
意してお待ちしています。
過去販売グッズの再販を
実施しますので買い逃し
たあのグッズに出会えるか
も…？
その他、サイン入りグッズ
が当たる (!?) くじもご用
意。
どうぞお楽しみに！

ネクストン106

クロシェットです。
c h a r a c t e r 1  
Street2019 に
出展いたします。恒例と
なりました会場限定ク
ジは参加賞の色紙の柄を
一新。豪華景品を用意
して皆様をお待ちしてお
ります。ト特設サイトを
ご確認ください！

Clochette

103
秋 の 恒 例 企 画、 博 麗 神
社 例 大 祭 ＆ COMIC1 ＆
charact
er1 の合同企画が開催中！３
つのスタンプを集めて記
念 景 品 を 手 に 入 れ ろ！
character1 のスタンプラ
リー
引換所がスタンプラリーの
ゴールになっています！
※景品は先着順です。ご容
赦ください。

スタンプラリー引換所

101

character1 事務局グッ
ズの他、キャラコミグラ
フィッ
クの販売がございます！
キャラコミグラフィック
商品
をご購入いただけるのは
イベント会場のみ！
是非この機会にお求めく
ださい。
皆さまのお越しをお待ち
しております！！

chara1 公式販売所

Now Printing...
100 番台

104
VISUAL ARTS/Key
ブースでは、Key20 周
年
を記念したグッズを販売
予定！会場にお越しの
方はぜひブースまで足を
お運びください！

VISUAL ARTS ／ Key

108

美少女ゲームブランドの
まどそふとです。まど
そふとブースでは「ラズ
ベリーキューブ」や「
ワガママハイスペック」
関連のグッズの販売や
イベントを予定していま
す。ご来場の際には是
非、お立ち寄りください
ませ！！

まどそふと
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Exhibitors

225

「 私 に 天 使 が 舞 い 降 り
た！」「ゆるゆり」グッ
ズを多数ご用意！

「わたてん」はキャラ 1
会場限定サイン入り複製
原画を販売します！
 Ｃ 96 グッズもご用意し
てお待ちしております。

一迅社

223

多彩なグッズで皆さんの
キャラ生活を応援！

「ノーゲーム・ノーライ
フ」や「デート・ア・ラ
イブIII」「ポプテピピック」
等のタイトルから T シャ
ツやタペストリー他グッ
ズを多数販売！さらに高
精細・美麗な原作イラス
トの美少女たちが生活空
間を彩るキャンバスア
ートシリーズも。
一味違うグッズで充実
のキャラ生活を楽しも
う！！

GEE!STORE

241

フィギュア & グッズメー
カーのアクアマリンで
す！

『シンフォギア AXZ』を
はじめとして、『進撃の
巨人』『初音ミク GT プ
ロ ジ ェ ク ト 』『Fate/
Grand Order』 な ど ア
クアマリン選りすぐりの
グッズを多数販売いたし
ます。是非、お立ち寄り
ください！

アクアマリン

224

アニメ、ゲームなどの美
麗イラストを使用し他
キャンバスアートなど。

アクシア

221

二次元コスパでは『冴え
ない彼女の育てかた』原
作の美麗イラストグッズ

『ゆるキャン△』『Fate』
シリーズ等、人気作から
アパレルや雑貨といった
普段からヒロインたちと
一緒に過ごせるアイテム
がずらり。
さらに、先行
販売の最新キャラグッズ
も！ぜひお気に入りヒロ
インたちのグッズでキャ
ラクターライフを充実さ
せましょう！

二次元コスパ215

ネコぱらやラヴキューブ
のグッズを販売！

NEKO WORKs

211

「 c h a r a c t e r 1 
Street2019」に、
グッドスマイルカンパニー
が出展します。
フィギュアやグッズの販売
をを予定しています。
販売商品一覧は、後日グッ
ドスマイルカンパニー公
式サイト内「イベント情報」
に掲載いたします。
※フィギュア展示コーナー
はございません、販売コー
ナーのみとなります。

グッドスマイルカンパニー

213

『ネコぱらいてん！』の
痛車展示、ガチャ販売

ネコぱらいてん！212

Yostar chara1 購 買 部
です！

アズールレーン 2 周年イ
ベントで販売しました

「 A Z U R L A N E  2 n d 
A N N I V E R S A R Y 
I L L U S T R A T I O N 
COLLECTION」
を特典冊子付きにてイベ
ント販売致します。

是非ご来店おまちしてお
ります！

Yostar chara1 購買部

204

皆様からご好評頂いてお
ります「睡眠の重要性
Ｔシャツ」を始めとした
グリザイアグッズを販
売いたします。

グリザイアクロノスリベリオン 205

GIGA STATION ブース
では、10 月 25 日発売
となるギガ最新作「アイ
キス」のプロモーション
を中心に、各種イベント
などを実施予定です。
ご予約者様向けのイベン
トも企画していますの
で、是非ブースへお立ち
寄り下さい。

GIGA STATION

206

新作抱き枕カバーやＤＶ
Ｄなどをイベント限定価
格のセット販売、まとめ
売り等でお得にご提供致
します！！
他ガチャガチャや新作情
報などもあります！
ぜひお立ちよりください
ませ！！

エイ・ワン・シーストアchara1 店
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出展者アピール

Exhibitors

272

ゆずソフトショップの
ショップの商品を販売い
たします。
----------------------------------
SAGA PLANETS の
ショップの商品を販売い
たします。

「ゆずソフトショップ出張所」/
「SAGA PLANETS ショップ出張所」

232

ノラと皇女と野良猫ハー
トの描きおろし新作グッ
ズ等をご用意してお待ち
しております。

是非お越しください！

TOKYOTOON 234
こんにちは、オーガスト
です。
今回のイベントでは『あ
いりすミスティリア！』
の冥王さまガイドブック
を常時ブースにてお配
りします。その他、『あ
いミス』ヒロインの全
身 POP 展示（撮影可で
す）などもございますの
で、お時間がございまし
たらオーガスト / ＡＲＩ
Ａブースまでお越し下さ
いませ。

オーガスト／ARIA

231

SAGA PLANETS です。
最 新 作「 金 色 ラ ブ リ ッ
チェ -Golden Time-」の
グッズをご用意しており
ます！
その他にも、色々ご用意
しておりますので、会場
にお越しの際はぜひぜひ
サガプラブースにお立ち
寄り下さい。

SAGA PLANETS 232

とらのあな×アクアプラ
スです、
オリジナルグッズ多数ご
用意して皆様のご来場を
お待ちしています。
是非お立ち寄りくださ
い！

とらのあな×アクアプラス

※景品引き換えは15:30までです。（先着順のため早期終了有り）
※スタンプラリーの台紙は３イベントの各ポイントで配布しています。
※企画の性格上、後日の引き換えおよび交換は致しかねます。

３イベント合同スタンプラリー

character1 Street2019
４F南４ホール

押してあるかな？ 押してあるかな？

ここのチェックポイントはゴールになります。
「例大祭」「COMIC1」２つのスタンプが終わって
いる場合のみスタンプを押すことができます！


