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日本のアニメ・アニソン文化の魅力を発信
映像・音楽･ライブのエンターテインメント国内企業 6 社による海外イベント

『Anisong World Matsuri “祭”』を米国で開催
株式会社ランティス
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント
株式会社アミューズ
バンダイビジュアル株式会社
株式会社バンダイナムコライブクリエイティブ
株式会社アニメコンソーシアムジャパン

株式会社ランティス（東京都渋谷区、代表取締役 井上俊次）、
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント（東京都千代田
区、代表取締役 水野道訓）、株式会社アミューズ（東京都渋谷
区、代表取締役 畠中達郎）、バンダイビジュアル株式会社（東
京都渋谷区、代表取締役 川城和実）、株式会社バンダイナムコ
ライブクリエイティブ（東京都渋谷区、代表取締役 井上俊次）、
株式会社アニメコンソーシアムジャパン（東京都港区、代表取締
役 鵜之澤伸）の国内エンターテインメント企業６社により構成さ
れた製作委員会は、2016 年 7 月にアメリカ・ロサンゼルスで開催
される北米最大級のアニメコンベンション「Anime Expo 2016」に
て、アニメ・アニメソング（以下アニソン）イベント『Anisong World Matsuri “祭”』を開催します。
株式会社ランティスが中心となり、「Anime Expo 2016」の主催者である日本アニメーション振興会
（Society for the Promotion of Japanese Animation） の協力のもと、各社で展開中の人気のアニメ・アニ
ソンコンテンツを大々的にアピールし、日本が誇るアニメ・アニソン文化の発信をします。また、連合体と
しては初めての北米上陸となるアニメソングフェスティバル及びアニメイベントを実施、北米でのファン拡
大を目指します。

■「Anisong World Matsuri “祭”」とは
日本企業 6 社が、「Anime Expo 2016」の併催イベントとして 7 月 2 日、3 日に開催するアニメ・アニソン
イベントです。海外でも絶大な人気を誇る『ラブライブ！』の新シリーズで、今夏 TV アニメの放送が決定
している『ラブライブ！サンシャイン!!』と、2015 年 10 月～12 月に日本で TV 放送され海外でも人気を博
した『ワンパンマン』のイベントを、「Anime Expo 2016」会場内ホールで開催。また、会場近隣にある
Microsoft Theater では、JAM Project や T.M.Revolution、スフィアなど人気アニソンアーティスト７組によ
る、約４時間のフェス形式のライブベント「Japan Super Live」を披露。別会場 The Novo by Microsoft で
は「Japan Band Battle」と題し、人気バンド FLOW と OLDCODEX の対バン（共演）形式のライブを開催
します。アニメ関連コンテンツを事業の中心とした日本企業 6 社が集結し、アニメの魅力やハイクオリテ
ィなアニソンライブの魅力をお届けするイベントを実現することで、日本のアニメ・アニソン文化を伝達し、
その価値を海外において最大化することを目指します。
■「Anime Expo」とは
1992 年より始まったアニメコンベンション「Anime Expo」は、2017 年で 25 周年を迎える歴史あるイベント
であり、北米を中心に世界中のアニメファンが集まる場として圧倒的な地位を築いています。今年は
2016 年 7 月 1 日～4 日の 4 日間で開催されます。

Anisong World Matsuri "祭”
概要
【イ ベ ン ト 名】 Anisong World Matsuri “祭”
【開
催
地】 アメリカ・ロサンゼルス Convention Center／Microsoft Theater／
The Novo by Microsoft
【開
催
日】 2016 年 7 月 2 日、3 日
【内 容 ・ 出 演 者】 ■『ラブライブ！サンシャイン!!』イベント
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出演：Aqours 伊波杏樹（高海千歌役）、逢田梨香子（桜内梨子役）、
諏訪ななか（松浦果南役）小宮有紗（黒澤ダイヤ役）、
高槻かなこ（国木田花丸役）、降幡愛（黒澤ルビィ役）
会場：Los Angeles Convention Center LACC West Hall B
■『ワンパンマン』イベント
出演：夏目真悟監督、古川慎（サイタマ役）、JAM Project、ほか（予定）
会場：Los Angeles Convention Center LACC West Hall B
■「Japan Super Live」
出演：藍井エイル、JAM Project、春奈るな、Minami、
スフィア、T.M.Revolution、石田燿子、DJ 和 （順不同）
会場：Microsoft Theater
■「Japan Band Battle」
出演：FLOW、OLDCODEX
会場：The Novo by Microsoft
【公 式 サ イ ト】 http://www.daisuki.net/awm2016/
※イベント詳細、チケット情報等は後日公式サイトにて公表します。

【ランティス】
アニメ・ゲーム・声優関連を中心としたレコード会社。『ラブライブ！』による 9 人の声優ユニット・μ’s、『ドラゴンボー
ル Z』の主題歌などで有名な歌手・影山ヒロノブが率いるグループ JAM Project など約 70 組のアーティストが所属
する。2015 年には数々の海外地域でフェスを実施。ラスベガス、香港、シンガポール、ソウル、上海、台北と 6 都市
で 11 公演の「Anisong World Tour Lantis Festival 2015」というイベント を開催した。株式会社バンダイナムコホー
ルディングスの連結子会社。

【ソニー・ミュージックエンタテインメント】
音楽ビジネスを中心に、映像、アニメ、マネジメント、ソリューションビジネス等を多角的に展開する総合エンタテイン
メント企業。グループ傘下のアニプレックスは、「魔法少女まどか☆マギカ」「空の境界」「化物語」「偽物語」「ソードア
ート・オンライン」「Fate/Zero」「Fate/stay night [Unlimited Blade Works]」「あの日見た花の名前を僕達はまだ
知らない。」「青の祓魔師」「心が叫びたがってるんだ。」などのヒットアニメを発信しており、同じく傘下のソニー・ミュ
ージックレーベルズやミュージックレインには、T.M.Revolution、FLOW、スフィア、藍井エイル、春奈るななどのアー
ティストが所属している。

【アミューズ】
サザンオールスターズ、福山雅治、三宅裕司、深津絵里、Perfume、ONE OK ROCK、BABYMETAL
ら多くのアーティストのマネージメントのほか、映画や音楽など各種映像ソフトの制作・販売、舞台製作や海外演目
の公演、「東京ワンピースタワー」などのテーマパーク運営等を手掛ける総合エンターテインメント企業。近年では、
アジア・アメリカ・ヨーロッパに現地拠点を設立し、積極的に海外展開を図っている。

【バンダイビジュアル】
アニメーションや邦画等の映像作品の企画・製作、Blu-ray・DVD 等パッケージソフトの企画・制作・販売、ライセン
ス事業等を行う、映像コンテンツビジネスの総合プロデュース企業。主な作品は「機動戦士ガンダム」シリーズをはじ
めとするサンライズ作品や、「宇宙戦艦ヤマト」シリーズ、北野武監督や是枝裕和監督の邦画作品など。株式会社
バンダイナムコホールディングスの連結子会社。

【バンダイナムコライブクリエイティブ】
アニメ・ゲーム・声優関連のイベント、コンサートを中心に、年間本番 500 本（2015 年度）を超えるイベントの制作、
運営を行うイベント、コンサート制作会社。「JAM Project」、「GRANRODEO」、「OLDCODEX」等アニソンアーティス
トのライブをはじめ、「リスアニ！LIVE」、「ランティス祭り」等の大規模音楽イベント、自社プロデュースのプロジェクト
である「Kiramune」関連イベント、また「黒子のバスケ」、「ラブライブ！」、「ガールズ&パンツアー」等のアニメ作品関

連イベントの制作、運営の実績を持つ。2015 年にはグループ関連会社であるランティスと共に、ラスベガス、香港、
シンガポール、ソウル、上海、台北と 6 都市で 11 公演の「Anisong World Tour 2015 Lantis Festival」を企画、制作。
株式会社バンダイナムコホールディングスの連結子会社。

【アニメコンソーシアムジャパン】
日本のアニメコンテンツの海外向け正規版動画配信を展開する会社であり、運営するアニメ総合プラットフォーム
DAISUKI.net にて日本で放映される新作アニメのサイマル配信（日本と時差のない形での配信）や、人気が高い過
去の作品を、240 を超える国と地域に向けて配信している。
バンダイナムコグループを筆頭に、アニメ業界における海外展開を先んじて行っている企業群を株主に持ち、日本
のアニメを日本から全世界に配信している唯一のサイトである DAISUKI.net は、世界のユーザーに正しい形で配信
することで、海賊版と呼ばれている違法サイトの排除に貢献し、作品の権利保護に務める役割も担う。

【Society For The Promotion Of Japanese Animation （日本アニメーション振興会）】
日本アニメーション振興会(SPJA)は、1992 年に設立された NPO 団体で、北米における日本のアニメと、それにまつ
わるユニークで奥行きの深い日本の文化の普及を使命としています。
SPJA は日本のアニメや漫画、ゲーム等に関連する様々なことに情熱を持ち、その熱い気持ちが反映されるようなプ
ロジェクトを奨励・促進するべく、SPJA で主催するコンベンションでファンと一同に集り、アニメや漫画、日本文化を
共有し実りのある経験をする場を提供し続けるために活動しています。

＜報道関係の方のお問い合わせ先＞
(株)ランティス
事業本部グローバル事業部

TEL：03-5475-8135

FAX：03-5475-8132

(株)ソニー・ミュージックエンタテインメント
コーポレートビジネス マーケティンググループ マーケティングオフィス
TEL：03-3515-5635
FAX：03-3515-5155
(株)アミューズ
グループ経営企画部広報･IR 室

TEL：03-5457-3302

FAX：03-5457-3462

バンダイビジュアル（株）
プロデュース 1 部 山本

TEL：03-6837-2620

FAX：03-6837-2624

(株)バンダイナムコライブクリエイティブ
グローバル事業部

TEL：03-5793-8877

FAX：03-5475-0022

(株)アニメコンソーシアムジャパン
広報担当
近藤 千裕

TEL：03-6744-2858

FAX：03-6866-0010
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