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character1 JAPANはDOUJIN JAPAN2020の幹事団体です。character1 JAPANはDOUJIN JAPAN2020の幹事団体です。

in COMIC1☆20

キャラコミグラフィックは 2020 年に東京オリンピック・
パラリンピックが開催されるにあたり、キャラクターコン
テンツの展示即売会を主催している各団体が集まり始まっ
た「DOUJIN JAPAN 2020」プロジェクトの一環として
character1 JAPANが実施する企画です。
これまで多くの作家の作品がコミックマーケットの活動を
飾ってきました。記念すべき 2020 年を迎えるにあたりこ
れらの素晴らしい作品を今一度より多くの皆さんのお手元
にお届けしたい。character1 JAPANはそのように考え
 『キャラコミグラフィック』の企画を立ち上げました。
　企画成立にあたりまずはご理解、ご協力を頂きましたコ
　ミックマーケット準備会様、作家の皆様に感謝申し上げ
ます。
character1 JAPANは同人誌展示即売会とはまた違った
位置からの活動となりますが、「DOUJIN JAPAN 2020」
を機会により多くのファン活動を巻き込んでこのプロジェ
クトが大きく盛り上がって行くよう、祈念し『キャラコミ
グラフィック』を主導して参ります。なおこのキャラコミ
グラフィックは通販は行いません。リアルの場でお求め頂
くことをポリシーとしておりますので character1 会場に
てお求めください。

キャラコミグラフィックとは

フルグラTシャツ ￥6,000
B2タペストリー ￥3,000
フルグラTシャツ ￥6,000
B2タペストリー ￥3,000
フルグラTシャツ ￥6,000
B2タペストリー ￥3,000

第 37回森林保護募金ポスター図柄　蒼樹うめ
C75カタログ表紙図柄　蒼樹うめ
C82カタログ表紙図柄　岸田メル
C84カタログ表紙図柄　カントク
第 40回森林保護募金ポスター図柄　トモセシュンサク
第 41回森林保護募金ポスター図柄　憂姫はぐれ
第 42回森林保護募金ポスター図柄　深崎暮人
第 43回森林保護募金ポスター図柄　カントク
第 45回森林保護募金ポスター図柄　魔太郎
第 48回森林保護募金ポスター図柄　杏仁豆腐
第 49回森林保護募金ポスター図柄　伊東ライフ
C94カタログ表紙図柄　あおいれびん

2022 年 5月時点ラインナップ

感染症対策のお願い

検温にご協力ください

こまめな手洗い＆手指消毒マスク原則常時着用

体調不良時の帰宅検温にご協力ください

こまめな手洗い＆手指消毒マスク原則常時着用

体調不良時の帰宅

アーリー入場時間帯のお買物には
お買物券が必要です！

当日販売されるチケットと事前販売（Livepocket）の
チケットは価格が異なります。
記載事項をご確認頂きご購入をお願いします。
コスプレに必要な更衣室登録やカメラ登録なども事前
販売を行っています。

お買物券の販売は当日会場のみで行います。
アーリー入場の受付開始後から 11:00 までの間
臨時販売所を設け販売を行う予定です。
残った半券は事務局公式販売所で￥100円の割引券
としてご利用頂けます！ ch
ar
ac
te
r1
 S
tre
et
 2
02
2 
Sp
rin
g 
公
式
キ
ー
ビ
ジ
ュ
ア
ル
 Il
lu
st
at
ed
 b
y
な
な
ろ
ば
華

ch
ar
ac
te
r1
 S
tre
et
 2
02
2 
Sp
rin
g 
公
式
キ
ー
ビ
ジ
ュ
ア
ル
 Il
lu
st
at
ed
 b
y
な
な
ろ
ば
華



401
411

302

312

301

311303
313

103
221

102
212

202 211203
213

101

204201

公式販売所

【 character1 Street 2022 Spring 出展事業者紹介 】

2022 年 5 月 8 日（日）11:00 ～ 16:00（アーリー入場 10:30）
入場料：アーリー入場券 3,000 円／一般入場 1,500 円（事前）／一般入場 2,000 円（当日）
更衣室利用登録：1,200 円／カメラ登録：1,200 円／クローク：500 円
企画運営：character1 JAPAN / character1 JAPAN事務局 
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401 VISUAL ARTS 411 ホロライブプロダクション公式ショップ出張所

313 sprite STORE 出張所

301 PikattoAnime/ ピカットアニメ

212 カードラボ・ゲーマーズ

303 a1c store chara1 店

302 キャラマ

103 メロンブックス

102 Symphony Sounds/SukeraSparo

101 タマトイズ

201 Whirlpool

202 ケロＱ＆枕

312 フロントウイング出張所

311 二次元コスパ

221 きゃべつそふと

213 ＰＰＥ４１

211 グッドスマイルカンパニー

204 エンターグラム

203 ネクストン

メロンブックスは、業界随一の店舗数を誇る同人書店です。
全国展開のメリットを生かし、各地で様々なアイテムを展
開中です。お近くに店舗が無い方は使い易さ、検索しやす
さ業界トップクラス！「業界最速」を誇る通信販売をご利
用頂けます。  店舗、通販共々お客様のご利用をスタッフ
一同心よりお待ちしております。

サガプラネッツ＆Key 作品のガラガラくじ開催 !
「はつゆきさくら」「金色ラブリッチェ」「かけぬけ」他、
大サガプラ祭りです !

Key 作品からは「Angel Beats!」「サマポケ」をご用意 !

さらに !ご利用の方全員に
「AMBITIOUS MISSION」の名刺風イラストカードをプレゼント!

ビジュアルアーツブースではWRIGHT FLYER STUDIOS×
Key の『ヘブンバーンズレッド』の新作グッズや会場での
イラスト展示。

さらに『Summer Pockets』『Angel Beats!』のグッズも
ご用意して、皆様のご来場をお待ちしております！

お久しぶりですが～新作ＤＶＤや抱き枕カバーなどをイベ
ント限定価格のセット販売、まとめ売りやおまけテレカ等、
お得にご提供致します～～！！
他に当たり付きくじや新作情報などもありますので～～
ぜひお立ちよりくださいませ～！！

カントク先生「すきまい。」タペくじ新発売！
メガタペの予約も受け付けています。
よむ先生「がんばれ同期ちゃん」の新規グッズ多数
他にも character1 合わせのグッズがあります。

ご無沙汰しております。
PCゲームソングコンピレーションアルバムを制作している
『Symphony Sounds』です。久しぶりのイベント参加は
百合ゲームブランド『SukeraSparo』との共同出展になり
ます。新作CDの先行販売や各種グッズをご用意しており
ますので是非ブースへお立ち寄り下さい。

「オトナの遊びゴコロあふれるおもちゃ箱 !!」として有名
イラストレーター様のパッケージデザインが目印のアダ
ルトなグッズを数多く扱ってます ! 　またエッチな大人の
エンターテイメントVTuber サークル「たまぷろじぇく
と」も絶賛稼働中！　今回はそんなグッズを多数発売いた
しますのでぜひお立ち寄りください！

こんにちは。ケロQ＆枕です。今回のイベントでは『サ
クラノ刻』の新規グッズをご用意しております。
詳細は公式サイトをご確認ください。よろしくお願いし
ます！

Whirlpool 15 周年記念タイトル『アンレス・テルミナリ
ア』グッズをご用意しております。

公式キャラクターアパレル＆グッズの「二次元コスパ」
ブースでは『月姫 -A piece of blue glass moon-』
グッズの先行発売をはじめ、『蒼の彼方のフォーリズム』
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』などほか沢山の
人気タイトルから新作タイトルまであらゆるグッズが
揃います！

春きゃべつの季節！当ブースでは「あまいろショコラータ」
の千絵莉と「さくらの雲＊スカアレットの恋」所長をラッ
ピングした公式きゃべつカーを展示します。是非見に来て
ください。5/1 まで開催していた「きゃべつそふと cafe」
のグッズも多数持ち込みます。カフェに行けなかった人は、
是非この機会に。お待ちしております！

アイドルグループ『PPE41』です。4月 1日のエイプリル
フールで生まれた企画ではございましたが、character1
でグッズの直接販売及びタレントによるお渡し会を本日会
場内で 13:30 より行います。ぜひ出展ブースにお立ちより
ください！

「character1 Street 2022 Spring 」に、今回もグッド
スマイルカンパニーが出展します！
グッスマブースでは、ねんどろいどやスケールフィギュア
の販売を行います。是非足をお運び下さい！
※持ち込み準備数が少ない商品もございますので、
　予めご了承ください。

恋姫†夢想、戦国†恋姫、アマカノなど各シリーズの
グッズをご用意してお待ちしております。

エンターグラムは 3月 25日に発売となりました『アイキ
ス3』の新作グッズの販売やイベントを予定しております。
その他にも、今後発売となりますタイトルのプロモーショ
ン等をブースにて行いますので、是非ご来場の際にはブー
スにお立ち寄りくださいませ。

5月 27日発売の「蒼の彼方のフォーリズム 」の新商品や、 
当イベント初出しの公式アイテムを多数ご用意してお待ち
しております！

是非「sprite STORE 出張所」にお立ち寄りください！

カードラボ・ゲーマーズ が character1に初出展！ゆずソフト
関連商品や「会社に行きたくないOLちゃん」ゲマくじなど先行
販売をおこないます！

会場限定特典もご用意しておりますのでご来場の際は是非お立ち
寄りください♪

ホロライブプロダクションが昨年８月にアトレ秋
葉原にて開催しました「ホロライブ夏祭り」の公
式グッズ販売のほか、そちらで配布した「hololive
ERROR」の告知アイテムなど、購入者限定特典を
ご用意して皆様のご来場をお待ちしております！！

フロントウイング出張所では、オフィシャルグッズのほか、
各メーカー様のグリザイアシリーズ、ファントムトリガー、
ぼくたちのリメイク、ISLANDなどのグッズを販売します！

特別商品や限定商品、掘り出し物を探しにお立ち寄りくだ
さい！


