


全世界のアニメファンが選んだ「訪れてみた
い日本のアニメ聖地88」を紹介します。

Ⓒ一般社団法人アニメツーリズム協会2018
https://animetourism88.com/ja

一般社団法人　
アニメツーリズム協会

108

京都の嵐山にある
「嵯峨美」こと嵯峨
美術大学です。キ
ャラデの学生作品
の展示と公開制作、
作品の販売も行い
ます。ぜひ、お立ち
寄りください。

嵯峨美術大学　キャラクター
デザイン領域

104

株式会社ライデン
フィルム京都スタ
ジオです。私たちの
コンセプトは関西
を中心としたアニ
メ企画立案、制作
を目指しています。

ⒸMakoto Shinkai／CWF・彼女と彼女の猫EF製作委員会
©XFLAG

http://http://www.kanoneko.com/ 
http://anime.monster-strike.com/monster-sonic/

ライデンフィルム京都スタジオ
101

福島県PRアニメ『食べちゃったっていいのに
な！』や、一休さんのお寺「大徳寺」の「真珠庵
襖絵新調プロジェクト」を紹介します！

Ⓒ福島県
http://www.gainaxkyoto.co.jp/

ガイナックス京都＆ガイナ
107

『黒執事』・『月刊少
女野崎くん』など
のオリジナルグッ
ズ販売。サイン本
販売もございま
す。

ⒸSQUARE ENIX CO.,LTD.All Rights Reserved.
http://sqex.to/QfS

スクウェア・エニックス
106

ワンランク上のア
ニメ専門チャンネ
ル「アニメシアタ
ーＸ」ブースでは、
10月に放送する新
作アニメの情報や
ビジュアルなどを
展示。

ⒸAT-X
https://www.at-x.com/

アニメシアターＸ（AT-X）
105

アニメ・声優ラジオの番組グッズ販売。声優
によるお渡し会も実施。

Ⓒラジオ大阪
http://vstation.net/

ラジオ大阪 Vステショップ
103

劇場版の制作が決定した、
TVアニメ『フレームアー
ムズ・ガール』が昨年に引
き続き出展！ 複製原画の
展示や撮影コーナーを設
置予定。

ⒸKOTOBUKIYA / FAGirl Project
http://www.fagirl.com

株式会社壽屋
102

出展ブース〈1階〉
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SELLINGSELLING

SELLINGSELLING

SELLING EVENT

物販あり ブース内イベントありSELLING EVENT

Ⓒ晶



シャフト制作作品の制作素材展示、オリジナ
ルグッズ販売。
https://shaften.shop/

シャフト
124

「KYOTO CMEX」は京都で開催される映画・
映像、マンガ・アニメなどのコンテンツに関す
るイベントの総称です。イベントのPRを行い
ます。
https://cmex.kyoto/

KYOTO CMEX
（京都シーメックス）

K3

10/20（土）・21（日）
に「がたふぇすVol. 
9」開催！ ブースで
は、普段新潟でしか
手に入らないグッズ
も販売します。

Ⓒ新潟市
http://www.niigata-animemangafes.com/ 

がたふぇす（にいがたアニメ・マンガ
フェスティバル実行委員会）

K7

位置情報ゲーム『駅
メモ！ -ステーショ
ンメモリーズ！-』
と京都市交通局『地
下鉄に乗るっ』コラ
ボブース。

Ⓒ2014 駅メモプロジェクト　
©Kyoto Municipal Transportation Bureau 2013 - 2018 / 魚雷映蔵

http://gyorai.net/kyomaf

駅メモ！ ＆ 地下鉄に乗るっ
（Produced by 魚雷映蔵）

K5

＼液タブ無料ワークショップ／ 体験してみま
せんか？ 初めてでも大丈夫！ 
数量限定きょこたんグッズプレゼント♪

京都コンピュータ学院・
京都情報大学院大学

112 EVENT

9/17まで京都文化博物
館にて開催中の『西尾維
新大辞展～京都篇～』。こ
こでしか買えない開催記
念商品の一部を出張販
売！

Ⓒ1997-2017 Kodansha Ltd.ALL Rights Reserved
http://exhibition.ni.siois.in

京とあまのね／西尾維新大辞展
～京都篇～ 

123

グラフィニカ＆ゆめ太カンパニー作品のPV上
映や『十二大戦』のグッズを販売いたします。
皆様のお越しをお待ちしております。
グラフィニカ http://www.graphinica.com/
ゆめ太カンパニー http://www.yumeta.co.jp/

グラフィニカ × ゆめ太カンパニー
109

アニ玉祭、埼玉×アニメ横断ラリー2018の
PRと、秩父アニメツーリズム実行委員会によ
る"聖地ちちぶ限定"の『あの花』『ここさけ』グ
ッズ販売会を開催!!

ⒸANOHANA　PROJECT  ⒸKOKOSAKE　PROJECT
http://http://anitamasai.jp/

アニ玉祭実行委員会（埼玉県）
K1

9月15日（ 土 ）～
10月14日（日）の
期間、京都市動物
園にて『京都市動
物園×けものフレ
ンズ』コラボイベ
ントを実施いたし
ます。

Ⓒ京都市動物園　Ⓒけものフレンズプロジェクト
https://www5.city.kyoto.jp/zoo

京都市動物園
K2

入選者の方々の活
躍をパネルで紹介
し、10月14日（日）
の上映会を告知。
入選者のオリジナ
ルグッズも販売予
定。

http://CGanime.jp/contest

CGアニメ コンテスト
K8

赤い羽根共同募金は、お住まいの地域の福祉
に役立てています。一定額以上の募金者には
初音ミクなどのオリジナル記念品を進呈します。

ill. by 白黒にゃん箱　ⒸCFM,INC　
Ⓒ L5/YWP・TX　ⒸBDP　ⒸCraftEgg　ⒸBUSHI

http://www.akaihane-kyoto.or.jp/

赤い羽根共同募金
K6

『地下鉄に乗るっ』新作グ
ッズ販売のほか，太秦萌
が主人公の小説『太秦荘
ダイアリー』発売を記念
してサイン会を開催！

Ⓒ京都市交通局2013
http://www.city.kyoto.lg.jp/kotsu/page/0000215552.html

京都市交通局
K4

『とある魔術の禁書目録Ⅲ』『鬼灯の冷徹」グッ
ズなどを販売！

Ⓒ鎌池和馬／KADOKAWA　アスキー・メディアワークス／PROJECT-INDEX Ⅲ
ⒸT-ARTS / syn Sophia / キングオブプリズムPH製作委員会
Ⓒ江口夏実・講談社／「鬼灯の冷徹」第弐期製作委員会

http://www.atelier-aqua.jp/

アトリエアクア
121

オリジナルグッズの作成なら増成織ネームに
お任せ下さい！ ご希望のデザインでオーダー
メイドのオリジナルグッズを作成いたします！

Ⓒ増成織ネーム
http://www.masunari-net.co.jp/

増成織ネーム株式会社
122

『進撃の巨人』『鋼の錬金
術師』『Re:ゼロから始め
る異世界生活』『ヤマノス
スメ』などのオリジナル
グッズを展示、即売いた
します。

Ⓒ諫山創・講談社／「進撃の巨人」製作委員会
http://www.taniever.co.jp/

谷川商事株式会社
125

エンタメ業界インタビュー
誌「anime work magazine 
SPOT」、WEBメディア
「ANIME MILL」の企画展
示・グッズ販売予定。

Ⓒcreateofficespot
http://anime-mill.com 

create offi  ce SPOT
117

キャラクターデザイン学科・マンガ学科の合同
で出展しています。ブースでは毎年ご好評い
ただいております学生による似顔絵体験を実
施します！ そのほか、学生たちの作品販売も
行っておりますのでぜひお立ち寄りください。
https://www.kyoto-art.ac.jp/

京都造形芸術大学
114

「初音ミク」が、京まふに
登場！ 描き下ろしイラス
トグッズや、等身大フィ
ギュアを展示！ ぜひ初音
ミクブースにお越しくだ
さい！

ill. by KEI © CFM　
https://piapro.net/

初音ミク
110

タペストリー、の
れん、Tシャツな
ど布ものを中心に
多彩な商品をご用
意してお待ちして
おります。

http://msf-shop.com/

エムズファクトリー
120

台湾台南市政府公式キャラクター「小滿（シャ
オマン）」が京まふへ！ 「歴史豊かな美食の街
TAINAN（台南）」の観光をPR！

ⒸVOFAN
https://www.facebook.com/pg/FuchengXiaoman

台南市府城社区文創発展協会
118

桂正和×小林靖子など実
力派クリエイター陣が放
つ、哀しくも美しい復讐
劇『 薄 墨 桜 -GARO-』
2018年10月6日（土）全
国ロードショー

Ⓒ2018「薄墨桜」雨宮慶太／東北新社
http://garo-usuzumizakura.com/

『薄墨桜―GARO―』（東北新社）
119

『ラスカル×初音ミ
ク 2018』『ゆるキ
ャン△』新作グッズ
の先行販売や、その
ほかにも人気アニメ
タイトルの新商品を
販売いたします!!

ⒸCrypton Future Media, INC. www.piapro.net
ⒸNIPPON ANIMATION CO., LTD.

http://www.cocollabo.net/

COCOLLABO（ココラボ）
116

TVアニメ『京都寺町三条
のホームズ』の原画の展
示や缶バッチやパスケー
スなどの販売を行いま
す。

Ⓒ望月麻衣・秋月壱葉／DEF STUDIOS　
Ⓒ「京都寺町三条のホームズ」製作委員会

http://kyototeramachi-holmes.com/

京都寺町三条の
ホームズ

115

京都駅すぐの映画館T・ジョイ京都が今年も京
まふに出展!! 新作アニメ映画やアニメ原作の
実写化作品を中心にご紹介いたします。
http://kinezo.jp/pc/t-joy_kyoto

T・ジョイ京都
111

「Trinity Tempo」のイベ
ント限定グッズの販売、
コアデオリジナルの缶バ
ッジカバーなど、限定グ
ッズを多数販売します！

Ⓒ株式会社コアデ／トリニティカップ実行委員会
https://www.coade-net.co.jp/trinity-tempo/

株式会社コアデ
113
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文化庁は遅くとも2021
年度中に「新・文化庁」と
して機能を強化し、京都
に全面的に移転します。

文化庁が京都に移転します
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/kino_kyoka/index.html

文化庁京都移転PR
K9 SELLING



出展ブース〈3階〉

物販あり ブース内イベントありSELLING EVENT

話題アニメ・ゲー
ムのキャラクター
グッズのイベント
限定・先行販売を
致します。

http://www.the-chara.com/

株式会社コンテンツシード
306

最新フィギュアの展示や、フィギュアやグッ
ズの販売を行いますので、お越しの際はどう
ぞグッスマブースへお立ち寄りください。

Ⓒ GOOD SMILE COMPANY
http://www.goodsmile.jp/

グッドスマイルカンパニー
305

10月期土曜夕方アニメ2階建て『逆転裁判
Season2』『名探偵コナン』を中心に、深夜ア
ニメや映画作品などをご紹介！

Ⓒ青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
ⒸCAPCOM／読売テレビ・A-1 Pictures

http://www.ytv.co.jp/animeroom/

ytv
301

好評放送中の土曜夕方アニメ『僕のヒーローア
カデミア』『名探偵コナン』を中心にグッズを販
売！ 会場先行販売グッズもお見逃しなく!!
http://www.abcdefghijkhijklmnopq

ytv STORE
302

本ブースでは、学生作品
を展示しての学生作品コ
ンテストとペンタブのミ
ニ体験を実施。ガラガラ
抽選で豪華賞品も当た
る！

http://ha.athuman.com/

総合学園ヒューマンアカデミー
308

日本を代表する人気アニ
メと、日本酒や京都の伝
統菓子・工芸品のコラボ
商品を販売するお店です。
人気作品の商品を取り扱
っており、新商品の封切
も予定しております。

Ⓒ白糸
http://sake-shiraito.com

白糸酒造
307

キャラグッズならコスパ！ アニメ、ゲーム、
マンガの人気作品の最新グッズが揃います！ 
京まふ土産をコスパブースでいかがですか？

ⒸCOSPA
http://nijigencospa.com/event/id/16591

コスパ
303

地元放送局であるKBS京都です。この秋放送
のアニメを中心にご紹介します。
http://www.kbs-kyoto.co.jp/

KBS京都
304
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大阪電気通信大学の学生
たちが作ったCG合成体
験できます！ もれなく無
料であなたの合成写真の
缶バッジもプレゼントし
ます。

Ⓒ大阪電気通信大学
http://www.osakac.ac.jp

大阪電気通信大学 
ゲーム＆メディア学科

310

MMにて開催中の展示情
報やオリジナルキャラク
ター「烏丸ミユ」の賀茂な
すカレーとオリジナル絵
馬、そしてマスコットキ
ャラクター「マミュー」の
グッズも販売。

Ⓒ京都国際マンガミュージアム
https://kyotomm.jp/

京都国際マンガミュージアム・
京都精華大学

318

大阪電気通信大
学の学生たちが
作ったゲームや
Vtuberが 体 験
できます！ そ
のほかアプリゲ
ームやイラスト作品も展示されます。

Ⓒ大阪電気通信大学
http://www.osakac.ac.jp

大阪電気通信大学　
デジタルゲーム学科

312

グッズ販売の「かぴばら
しょっぷ」です！
『ウマ娘』の「京まふ」描き
下しタペストリーを始め
多数の商品をご用意!!

Ⓒかぴばら
http://www.capibara.jp

かぴばらしょっぷ
325

『Fate/Grand Order』に
登場するサーヴァントの
等身大スタンディや、『マ
ンガで分かる！ Fate/
Grand Order』より着ぐ
るみも登場予定！

ⒸTYPE-MOON / FGO PROJECT
https://www.fate-go.jp/

Fate/Grand Order
328

描き下ろしイラストや限
定イラストを使用したグ
ッズなどを販売予定！
歴代から最新のフィギュ
ア展示も行います！

Ⓒ吉田秋生・小学館／Project BANANA FISH
Ⓒmatoba/SQUARE ENIX·「ベルまま。」製作委員会
ⒸTYPE-MOON・ufotable・FSNPC
ⒸMagica Quartet/Aniplex・Magia Record Partners

https://www.aniplexplus.com/

ANIPLEX＋
326

「歴代MBSアニメの名シーン集」「名曲神曲揃
いのOP＆ED集」「最新作アニメPV」など、京
まふ限定の映像集を一挙上映！
https://www.mbs.jp/anime/

ＭＢＳアニメーション
323

手塚治虫のマンガ『どろ
ろ』を原作とした新作ア
ニメの最新情報をお届け
します。また、キャラク
ターグッズの販売もいた
します。

どろろⒸ手塚プロダクション／ツインエンジン
http://tezukaosamu.net

手塚プロダクション
324

描き下ろしアイテ
ム多数ご用意いた
します。皆様のご
来店、お待ちして
おります！

Ⓒ ２０２０　H・K／501st
http://anime.googoodept.jp/index.html

GooGooDept
321

今話題の女子野球マンガ『花鈴のマウンド』ブ
ース。女子プロ野球選手など、多彩なゲスト
のステージや、体験型のコーナーをご用意！

Ⓒ2016 わかさ生活
https://www.karinmound.jp

花鈴のマウンド
322

『ハッピーシュガーライフ』『叛逆性ミリオン
アーサー』『刀使ノ巫女』『ソードアート・オン
ライン』シリーズなどのグッズを販売！

Ⓒ 2017 GENCO. All right reserved.
http://www.genco.co.jp

GENCO
320

Fa te /EXTELLA 
LINK グッズ販売！
閃乱カグラPBSS、
閃の軌跡、サマーポ
ケッツ、東方などの
各種ガラガラくじも
開催！

ⒸPikattoAnime/ピカットアニメ
http://pikatto.jp/

PikattoAnime/ピカットアニメ
313

TVアニメ『シュタインズ・ゲートゼロ』ほか、
多数作品の夏新作イベント限定・先行・特典付
きグッズなどを販売いたします★
http://www.fwinc.co.jp/

フロンティアワークス
317

人気コンテンツから新規
アニメ作品まで、さまざ
まな作品の映像やパネル
を展示いたします！ 充実
した物販コーナーもお見
逃しなく！

Ⓒ夏目靫子・講談社 / VAP
http://www.vap.co.jp/

株式会社バップ
316

ポケモンのオフィシャル
ショップ「ポケモンセン
ターキョウト」の出張所。
ポケモンセンターオリジ
ナルの人気商品を中心に
販売。

Ⓒ1995-2018 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャ
ーズ・ゲームフリークの登録商標です。

https://www.pokemon.co.jp/

ポケモンセンターキョウト
319

『約束のネバーランド』な
ど、少年ジャンプで大人
気連載中の4作品が登
場！ オリジナルショッパ
ー配布やPV上映など、盛
りだくさん！

ⒸSHUEISHA Inc.All rights reserved.
http://www.shonenjump.com/j/

集英社　
週刊少年ジャンプ

314

『殺戮の天使』『Re:ゼロ』
『とある魔術の禁書目録』
『ガイコツ書店員 本田さ
ん』など注目作を揃えて
お待ちしています！

Ⓒ2018 真田まこと／Vaka・DWANGO・KADOKAWA／「殺戮の天使」製作委員会
http://satsuriku.com

ＫＡＤＯＫＡＷＡ
315

新作アニメのグッズ販売や『ちおちゃんの通
学路』『ハッピーシュガーライフ』『チャックま』
の展示コーナーを予定しております。

Ⓒ azumaker Inc.
http://www.charaon.jp/

きゃらON!
309

テレビ東京公式アニメ動画見放題サイト「あ
にてれ」のお得な情報をブースで展開。豪華
ゲストによるトークショーも開催予定。

Ⓒテレビ東京
http://campaign.ani.tv

テレビ東京　あにてれ
311
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アンケートに回答していただいた方に先着で京まふオリジナル
コラボステッカーをプレゼント！ 
回答完了画面を3Fインフォメーションまでお持ちください。
※ステッカーの配布はなくなり次第終了いたします。
※スマートフォン、携帯電話のみご回答いただけます。

来場者アンケートプレゼント

「インターネットラジオステーション＜音泉＞
＆音mart」ブースが出展！ 人気番組のグッズ
やラジオCDなどの商品が盛りだくさん！

ⒸInternet Radio Station＜音泉＞
http://www.onsen.ag/

インターネットラジオステーション
＜音泉＞＆音mart

327 SELLING



羽多野渉、山口勝平

会場マップ【みやこめっせ会場】
B1階

ロームシアター京都
サウスホール 京まふステージ

新作アニメの発表や、ライブイベントなど、盛り上がり必須のステージ！

※ステージの観覧にはステージ観覧券が必要となります。 ※ステージ観覧券の事前応募抽選は終了しました。
※一部のステージにて当日観覧枠があります。当日枠は1F配布場所にて9:00から入場券の半券1枚につき1人1ステージまで観覧券を配布します。

B1階オープンステージ ※当日の状況によっては観覧人数を制限する可能性がございます。
※観覧者の入れ替えは行いません。

9
月
16
日（
日
）

9
月
15
日（
土
）

9
月
15
日（
土
）

オープニング
セレモニー 京まふ2018オープニングセレモニー 京都市長、京まふ実行委員会、応援

サポーター［梶裕貴、22/7］ ほか10:00~10:45

1 薄墨桜 -GARO-　スペシャルトークショー　in京まふ 桂正和（メインキャラクターデザイ
ン）、久保亨（プロデューサー）11:20~12:00

1 「PEACE MAKER 鐵」京まふスペシャルステージ 梶裕貴、小林由美子11:00~11:40

2 TVアニメ『アニマエール！』京まふステージ 尾崎由香、山田唯菜12:20~13:00

みやこめっせ周辺

誰でも観覧可能なオープン型のステージ！

2

3

4

5

6

SSSS.GRIDMAN スペシャルトークショー in 京まふ ～おいでやす！　グリットーーク！

TVアニメ「殺戮の天使」京まふスペシャルステージ

『とある魔術の禁書目録Ⅲ』京都スペシャルステージ ～とうま、おばんざいも八ツ橋も食べたいんだよ～

「Fate/Grand Order」ゲストトークin京まふ2018

A応Pステージ＠京まふ2018

12:25~13:05

13:20~14:00

12:25~13:05

15:15~15:55

15:20~16:00

15:15~15:55

18:05~18:45

18:05~18:45

3

4

5

6

「エブリスタ・マンガボックス presents 豊永・小松・三上の真夜中のラジオ文芸部」課外部活動イベント Vol.3

榎木淳弥・堀江瞬 エノホリック

『Re:ゼロから始める異世界生活』スペシャルステージ in京まふ

「劇場版 夏目友人帳 ～うつせみに結ぶ～」京まふスペシャルステージ

豊永利行、三上枝織、大久保瑠美、
上町裕介

榎木淳弥、堀江瞬

小林裕介、高橋李依

井上和彦、堀江一眞

13:50~14:30

14:20~15:00

13:50~14:30

16:40~17:20

16:20~17:00

16:40~17:20

広瀬裕也、斉藤壮馬、宮本侑芽、
上田麗奈

千菅春香、岡本信彦

阿部敦、井口裕香 ほか

高橋李依、悠木碧

A応P

1

3

5

2

4

6

「はたらく細胞」京まふスペシャルステージ

『ぐらんぶる』京まふスペシャルステージ

「アイドルマスター シンデレラガールズ劇場 3rd SEASON」スペシャルトークイベント

ハッピーシュガーライフ スペシャルトークショー in 京まふ

テレビアニメ「ガイコツ書店員 本田さん」SPステージ in 京まふ

「RELEASE THE SPYCE」放送直前イベント

花澤香菜、長縄まりあ、末廣健一郎、
MAYUKO

内田雄馬、木村良平、安元洋貴

大空直美、下地紫野、髙野麻美、
小市眞琴、まんきゅう（監督）

花澤香菜、久野美咲

斉藤壮馬、三瓶由布子、安元洋貴、羽多野
渉　MC：内田裕也（アニメイト大阪日本橋）

安齋由香里、 沼倉愛美、藤田茜、
洲崎綾、のぐちゆり、内田彩

11:00~11:40

9
月
16
日（
日
）

11:00~11:40

13:00~13:20

14:25~15:05

12:00~12:40

13:30~14:10

15:20~16:00

2

4

6

1

3

5

7

『信長の忍び～姉川・石山篇～』京まふの陣

TVアニメ「BANANA FISH」京まふスペシャルステージ

声優魂in京まふ2018～声優魂近畿大会～

『ベルゼブブ嬢のお気に召すまま。』TVアニメ放送開始直前ステージ

「地下鉄に乗るっ」特別ステージ

京都国際漫画賞2018授賞式

22/7 京まふスペシャルステージ

10:00~10:40

内田雄馬、古川慎

三宅健太

大西沙織、安田陸矢、久野美咲、
加隈亜衣

望月麻衣、賀茂川、佐野リヨウタ

受賞漫画家 ほか

22/7



手刷りやつまみ細工など伝統工芸の技術を用いて自分だけのオリジナルグッズが
作れます！ 今年は京扇子の絵付け体験も！
・京捺染手刷り家紋体験工房
・つまみ細工
・京扇子絵付け体験

1階 3階

Ⓒ2014 Happy Elements K.KⒸ劇場版 夏目友人帳カフェ

弱虫ペダル GLORY LINE
京伏の京紅　
1,500円（税込）

けものフレンズ
寝そべりぬいぐるみ　
サーバル （LL）
4,800円（税込）

地下鉄に乗るっ　八ツ橋
750円（税込）

京捺染手刷り家紋体験
弱虫ペダル NEW GENERATION

Ⓒ渡辺航（週刊少年チャンピオン）／弱虫ペダル03製作委員会

実演販売
・京都染型協同組合
・たかや印房

京まふマーケット
・加美屋
・馬場染工業株式会社

京まふ先行販売

京まふ先行販売

Ⓒ渡辺航（週刊少年チャンピオン）／弱虫ペダル04製作委員会　Ⓒけものフレンズプロジェクト　Ⓒ京都市交通局

お会計2,000円（税
込）ごとに「守沢千秋」
バースデーブロマイ
ドをプレゼント！

1階 キャラカフェ 3階 京まふショップ

3階 伝統工芸体験工房

B1階 摺型友禅染体験

3階「京都が舞台となるマンガ」
人気投票企画！

京都企業と人気マンガ・アニメ作品がコラボした限定・先行販売グッズなど、多数
の商品を販売します。今回も京都の伝統産業職人による実演販売など、充実した
内容で展開！

“摺型友禅染”について学ぶとともに、オリジナルグッズが製
作できる教室を開催！ 今回は「にゃんこ大戦争」のトートバッ
グを制作できます！

事前企画として、 「京都が舞台となるマンガ」の人気投票企画
を実施しました！投票の多かったマンガを会場で発表します！

京まふコラボビジュアルと同じ場所で撮影しよう！
Twitterで「#京まふフォト」を付けて写真を投稿すると
抽選で賞品が当たる！9月16日（日）まで参加受付中！

フォトキャンペーンは京都市公式アプリ「Hello KYOTO」で実施。

B1階 弐瓶勉複製原画展 
in 京まふ2018

B1階 コスプレエリア

人気作品『BLAME!』『シドニアの騎士』『人形の国」の複製原画展を開催！ カラー
複製原画をはじめ、複製原稿などを約50点展示し、オリジナルグッズも販売！

更衣室を備えたコスプレエリアを設置し、コスプレを愛する皆様をお待ちしてお
ります！ さらに！ ふれあい館西入口の芸舞妓舞台ステージと茶室（京の伝統産業
交流サロン）を写真撮影スペースとして開放します！
※会場内はコスプレのまま自由にイベントをお楽しみいただけます。ただし、コスプレ撮影を伴う場合は
　コスプレエリア内のみです。

劇場版 夏目友人帳 ～うつせみに結ぶ～
秋の美味しいものいっぱい！和風かふぇ

アニメイトカフェ出張出店

秋の宴会をイメージした限定コラボメニュ
ーを販売！

『あんさんぶるスターズ！』×アニメイトカ
フェ出張出店にて、コラボドリンクとアニメ
イトカフェ限定グッズを販売！
ドリンク注文特典として「コースター」をプ
レゼント！ さらに「守沢千秋」バースデーブ
ロマイドのプレゼントキャンペーンも！

要事前申込

Eveのトラップドリンク　
500円（税込）

SNS企画「あなた×京まふ」
フォトキャンペーン！

Ⓒ22/7 PROJECT

ダウンロードは
こちら

ⒸPONOS Corp.

ニャンコ先生
あったかたまご丼

トリプルニャンコ先生の
おだんご風ちぎりパン

猫ころしで乾杯！
アイスラテ
～シナモン風味～



企
画
展

約100展のマンガ原画を展示。劇場アニメの資
料や、黒乃奈々絵氏が新選組ゆかりの地を巡っ
た地図なども紹介！
開催期間　9月15日（土）～11月6日（火）
開館時間　10:00～18:00
　　　　　（最終入館は17:30）
※9月15日（土）・16日（日）は10:00～20:00
休館日　毎週水曜日
　　　　10月7日（日）、10月8日（月・祝）

PEACE MAKER 鐵 原画展 
-京都幕末新撰組異聞-

「薄桜鬼シリーズ10周年×アニメイト京都30周年」記念ショップ
9月1日（土）～9月17日（月・祝）　

アニメイト京都

京の謎の旅 壬生の狼と回想録の謎　
7月1日（日）～9月30日（日）　※キット購入場所は「京なび」京都駅ビル2階　

京都観光案内所

実写映画銀魂２公開記念 京都ブルルン滞在記パートⅡ
7月21日（土）～9月17日（月・祝）

東映太秦映画村

アニ☆コン in 京まふ
9月15日（土）・16日（日）17:00～19:30

京都市下京区エリア

『クッパが主役!?』スーパーマリオオーケストラコンサート
京都発コンテンツの祭典『KYOTO CMEX2018』の一環として、任
天堂株式会社の人気ゲーム“スーパーマリオ”シリーズ楽曲による国
内初のフルオーケストラコンサートを開催します。
開催日　9月15日（土）・16日（日）
公演時間　15日 夜公演18:00開演、
　　　　　16日 昼公演13:00開演／夜公演17:00開演
会場　ロームシアター京都 メインホール

京都市動物園×けものフレンズのコラボ企画
9月15日（土）～10月14日（日）

京都市動物園

京都市上下水道局×サントリー　ビールフェスティバル
9月15日（土）・16日（日）11:00～19:00

琵琶湖疏水記念館テラス（京都市動物園東エントランス南側）

えいでん・ゆるキャン△ ラッピング電車さよならフェスタ
9月15日（土）11:00～16:00

叡山電車　八瀬比叡山口駅

「クレヨンしんちゃん」グリーティングイベント！
京都市動物園で「クレヨンしんちゃん」のグリーティングイベントを
開催！ 甲冑を着たしんちゃんと記念撮影ができるよ！
開催日　9月15日（土）・9月16日（日）　

［1回目11:00～11:30、2回目13:00～13:30、
3回目14:15～14:45］
※各回ご参加できる人数には限りがございます。

会場　京都市動物園 内 レクチャールーム前
　　　（雨天時はレクチャールーム内にて）
参加費　無料 ※ただし京都市動物園の入園料は必要
　　　　（入園料　一般 600円 中学生以下 無料）

西尾維新大辞展～京都篇
7月7日（土）～9月17日（月・祝）　

京都文化博物館

大徳寺真珠庵 特別公開「現代作家が描く襖絵」
9月1日（土）～12月16日（日）　※拝観休止日 10月19日（金）～21（日）　

大徳寺真珠庵

「京まふ」連動イベント

ロームシアター京都 メインホール 京都市動物園

企
画
展

【京都国際マンガミュージアム会場】

京都岡崎レッドカーペット2018 supported by 洛和会音羽病院
9月15日（土）11:00～14:00（予定）・16日（日）11:00～18:00　

岡崎プロムナード（岡崎公園内）

岡崎ときあかり annex2018
9月15日（土）・16日（日）18:00～21:00　

ロームシアター京都内「ローム・スクエア」

京都岡崎ハレ舞台スペシャルパレード
9月15日（土）16:00～16:45　

岡崎公園及びその周辺道路

ニャンコ先生とふりかえる
夏目友人帳記

お も い で

憶展　
原作マンガの複製原画、アニメシリーズの設定
や原画などを展示！
開催期間　9月1日（土）～11月4日（日）
開館時間　10:00～18:00
　　　　　（最終入館は17:30）
※9月15日（土）・16日（日）は10:00～20:00
休館日　毎週水曜日
　　　　10月7日（日）、10月8日（月・祝）

ぬりえコーナー&お楽しみ抽選会を開催！
キャラクターに色を塗って背景に好きな京都の風景を描こう！
完成させたぬりえをマンガミュージアムに持って行くと
お楽しみ抽選会に参加できるよ！
開催期間　9月15日（土）10:00～18:00　
　　　　　9月16日（日）10:00～17:00
※京都国際マンガミュージアムは9/15・16両日ともに20:00まで開館します
参加費　無料　※ただしマンガミュージアムの入場料が必要となります。
　入場料：大人800円　中高生300円　小学生100円（全て税込み）

ファミリーイベント

アニソン！スペシャルコンサート

Ⓒ緑川ゆき・白泉社／夏目友人帳プロジェクト Ⓒ黒乃奈々絵／マッグガーデン

Ⓒaki kondo/SCP Ⓒ犬丸りん・NHK·NEP Ⓒ臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK   Ⓒ森下裕美・OOP／Team Goma Ⓒ尼子騒兵衛／NHK·NEP

新旧大人気のアニメソングを演奏。
コンサート後に楽器の体験コーナーやファイフ（横笛）ワークショップも
開催！

中村繪里子「繪里子酒」
スペシャルトークイベント

コスプレドリーム
in京都国際マンガミュージアム

声優・中村繪里子×白糸酒造とのコラボによる純米吟醸酒
「繪里子」予約発売の開始を記念して、9月16日（日）京都
国際マンガミュージアムで京都の魅力やお酒をテーマにス
ペシャルトークショーを実施！

コスプレイヤーたちによるダンス、殺陣、演舞、寸劇などを
披露します。また、ステージは観覧だけでなく「コスプレ踊
ってみた！」「コスプレ演じてみた！」ステージに一般のコ
スプレイヤーの方も参加することができます。

無料・事前予約公募制

ⒸNintendo　ファミリーコンピュータ、Nintendo Switchは任天堂の商標です。

連動イベントは追加・変更される場合がありますので京まふ公式ホームページで最新情報をご確認下さい。

Ⓒ臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 1993-2018

ぬりえ参加作品
うさぎのモフィ おじゃる丸 クレヨンしんちゃん 少年アシベ

GO! GO! ゴマちゃん
忍たま乱太郎


