Grand STAGE

Grand STAGEでは、各日の最後に朗読劇、カルデア放送局&スペシャルライブなどを開催いたします！

7月30日
（土）
Day-1
16:30‑19:00

FGO THE DRAMALOGUE ‑アヴァロン・ル・フェ‑
「FGO THE DRAMALOGUE ‑アヴァロン・ル・フェ‑」と題した第2部 第6章の朗読劇をお届け！
タイトル・コンセプトに即し、登壇するキャストが演じるキャラクター中心の掛け合いに内容を再構成しております。
※第2部 第6章のネタバレを含む内容となりますので、未プレイの方はご注意ください。
【出演者】川澄綾子・石川由依・杉山紀彰・高野麻里佳・和氣あず未・石谷春貴

7月31日
（日）
Day-2
16:30‑18:30

カルデアマーケット

※着席券をお持ちの方は、座席番号の発券が必要となります。
指定の集合時間にお集まりください。
※Grand STAGEの観覧には指定の観覧券が必要です。
※ステージの撮影・録画・録音は一切禁止です。

「Fate/Grand Order」カルデア放送局 7周年SP ＋
7th Anniversary Special Live 〜Re:Collection of Avalon le Fae〜

メインビジュアル A4クリアファイル

400円

メインビジュアル B2タペストリー

3,000円

サーヴァント別 描き下ろしイラスト A4クリアファイル

※全ての商品を「ANIPLEX＋」にて受注販売いたします。 ※購入後、不良
品以外の返品・交換はできません（当日のみ不良品の交換が可能です）。 ※
商品は売り切れになる場合があります。 ※整理券配布を実施いたします。
※整理券の取得はお一人様1枚までとなります。
※価格はすべて税込みです。

1,500円

オフィシャルマフラータオルB
コンセプトアート A4クリアファイル

400円

400円

チビオベロン ミニぬいチャーム

1,800円

サーヴァント別 描き下ろしイラスト トレーディングB3半裁ポスター（ポスターケース付）

800円

ケルヌンノス もふもふチャーム

1,800円

霊基召喚缶バッジ Fes. 2022描き下ろしサーヴァントA

300円

はじまりのトートバッグ

2,000円

霊基召喚缶バッジ Fes. 2022描き下ろしサーヴァントB

300円

mimiペン（全4種）

800円

マルチケース

600円

指令紋章（コマンドコード）アクリルキーホルダーvol.5（キャラクター）

500円

オフィシャルTシャツA（ホワイト／ブラック／ラベンダー）

3,000円

指令紋章（コマンドコード）アクリルキーホルダーvol.5（モチーフ）

500円

オフィシャルTシャツB

6,000円

霊基召喚缶バッジ6周年描き下ろしサーヴァントA（全19種）

300円

オフィシャルマフラータオルA

1,500円

霊基召喚缶バッジ6周年描き下ろしサーヴァントB（全18種）

300円

「FGOカルデア放送局 7周年SP」と第2部 第6章をテーマにしたSpecial Liveをお届け！
【出演者】MC：マフィア梶田／石谷春貴・川澄綾子・島﨑信長・高橋李依・寺島拓篤

はじまりの
トートバッグ

※Fesエリア内のOpen STAGEでも、両日Grand STAGEの生中継を実施します。

Open STAGE

※一部ステージイベントでは、前方着席エリアは事前抽選の当
選者の方のみの席となります。 ※着席券をお持ちの方は、座席
番号の発券が必要となります。指定の集合時間にお集まりくだ
さい。 ※ステージの撮影・録画・録音は一切禁止です。

どなたでも観覧可能なOpen STAGEでは、様々なステージイベントをお楽しみいただけます！

指令紋章（コマンドコード）アクリルキーホルダーvol.5（キャラクター）
ケルヌンノス もふもふチャーム

7月30日
（土）Day-1

「Fate/Grand Order カルデア・ラジオ局 Plus」妖精騎士スペシャル
【出演者】オフィシャルコスプレイヤー
11:00‑11:30 オフィシャルコスプレイヤーステージ
12:00‑13:00 「Fate/Grand Order」
Spotlight Event History 【出演者】島﨑信長・高橋花林・高橋李依
【出演者】オフィシャルコスプレイヤー
13:20‑13:50 オフィシャルコスプレイヤーステージ
【出演者】FGO開発・運営スタッフ
14:20‑15:20 「Fate/Grand Order」
スタッフトーク
15:30‑16:00 チャレンジクエスト
16:30‑19:00 FGO THE DRAMALOGUE‑アヴァロン･ル･フェ‑
（中継）
10:00‑10:40

【出演者】パーソナリティ：高橋李依
ゲスト：高野麻里佳・和氣あず未

7月31日
（日）Day-2

「Fate/Grand Order カルデア・ラジオ局 Plus」Aチームスぺシャル 【出演者】赤羽根健治・石谷春貴・河西健吾
【出演者】オフィシャルコスプレイヤー
11:00‑11:30 オフィシャルコスプレイヤーステージ
【出演者】大久保瑠美・河西健吾・小林千晃・
12:00‑13:00 FGOプレイヤーの集い 〜バラエティトーク〜
島﨑信長・高橋李依・田中美海・鶴岡聡・悠木碧
【出演者】オフィシャルコスプレイヤー
13:20‑13:50 オフィシャルコスプレイヤーステージ
【出演者】赤羽根健治・植田佳奈・大久保瑠美・
14:20‑15:20 キャラクターピックアップトーク
川澄綾子・杉山紀彰
15:30‑16:00 チャレンジクエスト
【出演者】小林千晃・田中美海・悠木碧
16:30‑18:30 「Fate/Grand Order」
カルデア放送局 裏SP
10:00‑10:40

オフィシャルコスプレイヤーステージ
FGOではおなじみのオフィシャルコスプレイヤーがOpen STAGEやフォトスポットに登場！ さらに今回新しく登場するサーヴァントも！
※撮影された写真はSNSなどに投稿することが可能です。

オフィシャルマフラータオルA

チビオベロン
ミニぬいチャーム

呼び出し時間や
売切情報は
コチラを
チェック！

mimiペン

マルチケース

※商品デザインは変更になる場合がございます。

オフィシャルTシャツA（ホワイト/ブラック/ラベンダー）

オンラインメッセージフラッグ＆
サーヴァントと巡る世界展 ムービー
会場内だけでなく、会場外でもオンラインを通じて、FGO Fes. 2022のコンテンツを楽しもう！

オンラインメッセージフラッグ
オンライン上に「Fate/Grand Order」7周年の
お祝いや応援メッセージを投稿しよう！
※投稿期間終了後に1枚のフラッグにして公開・配布いたし
ます。
※また、会場でも掲載・紹介される
場合がございます。

オンライン
メッセージフラッグは
こちらをチェック！

サーヴァントと巡る世界展‑ Re:Collection ‑
サーヴァントと巡る世界展の録り下ろしボ
イスをスペシャル映像としてオンラインで
も公開！

オンライン展開の詳細は
FGO Fes.公式サイト
をチェック！

2022.07.30［Sat］/ 31［Sun］

幕張メッセ国際展示場 4〜6ホール

※登壇スケジュールは公式サイトまたは会場内のスケジュール表をご確認ください。

ⒸTYPE‑MOON / FGO PROJECT

会場マップ

11 カルデアキッチン
13

1

ウェルカムビジョン

4

徴姉妹のバインミー

12 ストーム・ボーダー シアター
第2部 第5章および第6章に関連したスペシャル映像を体験できる“ストーム・ボー
ダー シアター”が登場！
ネモが率いる“ストーム・ボーダー”内で、大迫力の音響とライティングとともにス
ペシャル映像の上映を楽しもう！

8

※AnimeJapan 2022で実施されたコンテンツが一部アップデートして再登場！
※各章のネタバレを含む内容となっているため、未クリアの方はご注意ください。
※整理券配布を実施いたします。
※整理券の取得はお一人様1枚までとなります。

8
10

9

9

13 英霊召喚フォトスタジオ
あなたの好きなサーヴァントを1騎召喚し、一緒に写真を撮ろう！
撮影した写真は記念にお持ち帰りいただけます。

復刻：リアルガチャエリア

※お一人様1回までの参加となります。
※お好きなサーヴァント1騎を選ぶことができます。
※AnimeJapan 2022で実施されたコンテンツが一部アップデートして再登場！

これまで発売された「霊基召喚缶バッジ」のVol.1〜8
や周年描き下ろしサーヴァントがリアルガチャとして
復刻！
（1回300円）

6

※混雑防止の為、お一人様1回につき10連までとさせていただきます。
※ラインナップはHPをご確認ください。
※「霊基召喚缶バッジ Fes. 2022描き下ろしサーヴァントA・B」
「霊
基召喚缶バッジ6周年描き下ろしサーヴァントA・B」はカルデア
マーケットにて販売します。

5

FGO Fes.のルール

11

FGO Fes. Stamp Collection＆
隠れコンを探せ！

さらに会場の中にはコンが隠れて
いるかも!? どこに隠れているか探
してみよう！

ハロウィンエリちゃんズ
大集合かき氷

フラワー・アンド・カフェ

7

8

宝具展示

※特典はインフォメーションにてお渡しし
ます。

ケルヌンノスのポップコーン

内の引換所で行います。

1

Road to 7 Memorial Gallery

会場内を巡るデジタルスタンプラリーを開催。お手
持ちのスマホを片手に会場内を回遊し、スタンプを収
集しよう！
（★：スタンプ設置場所）
すべてそろえるとクリア特典としてオリジナルステッ
カーをプレゼント。

⑪ハロウィンエリちゃんズ大集合かき氷………………500円
⑫スニエクレータ・スネグーラチカ……………………500円
⑬ 花と舞う妓 …………………………………………500円

棒に「☆☆☆☆☆ アタリ！」がでたらオリジナルクリアファイルを

「エクスカリバー」や「選定の杖」などに加えて、新た
に「イノセンス・アロンダイト」が登場！

5

かき氷

8

これまでに発表したRoad to 7のメモリアルイラスト
やRe:Discover Movieを展示！

4

⑧フラワー・アンド・カフェ……………………………600円
⑨ライ・ライム・グッドフェロー…………………………600円
⑩ノクナレア謹製アイスココア………………………600円

プレゼント。引き換えは「復刻：リアルガチャエリア」カウンター

2

「Fate/Grand Order」7周年のお祝いや応援メッセー
ジを描こう！大きなフラッグを用意してお待ちしてい
ます！

3

ドリンク

FGO Fes. 恒例の召喚フランクフルトが今回も登場！

8

メッセージフラッグ

①徴姉妹のバインミー（ベトナム風サンドイッチ）…………800円
②太公望の海鮮チャーハン………………………………900円
③ウッドワスのグリルド・ビーフ………………………………700円
④復刻：ゴルドルフ特製ターキーレッグ……………………700円
⑤召喚フランク 〜2022 ver.〜…………………………300円
⑥コルデーの慕情愛情友情たっぷりお団子セット………400円
⑦ケルヌンノスのポップコーン……………………………400円
ペットボトルドリンク………………………………………200円

12

ようこそ！ FGO Fes. 2022へ！新たな衣装を身に纏
ったサーヴァント達が半円形の大型スクリーンからお
出迎え！

2

フード

3

※価格はすべて税込みです。

6

Product Introduction

FateシリーズやFGO関連作品のフィギュア・グッズを
ズラリと展示！

7

FGO History

FGOのこれまでの歴史を年表で振り返ろう！

着ぐるみグリーティング
マシュ達の可愛い（!?）着ぐるみが会場を練り歩き!!
フォトスポットにも登場！

8

サーヴァント全騎展示＋α

これまでに登場したサーヴァント全騎＋αのアクリル
スタンドが会場のあちこちに展示！

9

サーヴァントと巡る世界展‑Re:Collection‑
Re:Collection‑

描き下ろし衣装に身を包んだサ
ーヴァントと一緒に、第2部でカ
ルデアが訪れた世界の各エリア
を巡ろう！
※多くの方にご覧いただくため、長時間立
ち止まったり、撮影の際は通路を占領し
たりしないようご協力をお願いします。
※「No.1〜3」と「No.4〜6」で入口が異な
ります。

10

サーヴァントと巡る世界展
‑休憩処‑

平安風の休憩処で描き下ろしサー
ヴァント達がお出迎え！

各種整理券情報や
待ち時間については
こちらをチェック！

・会場内では、
「マスク」の着用をお願いいたします。
・会場内には消毒液を設置いたしますので、手指消毒にご協力ください。こまめな手洗い、消
毒液による手指消毒、咳エチケットの遵守をお願いいたします。
・待機列にお並びの際や会場内では、スタッフの案内に従い、周囲の方との間隔を空けてお並
びいただきますようお願いいたします。
・場内における大声での歓声・声援はご遠慮ください。
・出演者の体調管理、安全面の観点から「入り待ち、出待ち」
「待ち伏せ」
「追いかけ」
「盗撮、録
音」などの行為は一切禁止させていただきます。
・会場内は大変混雑する可能性がございます。危険ですので、会場内を走る、押し合うなどの
行為は禁止です。
・気分が悪くなったり、怪我をした場合は、お早目にお近くのスタッフにお申し出いただくか、
インフォメーションまでお申し出ください。
・会場内で配布するもの・販売するものには全て数に限りがございます。
・会場内では待機列（順番待ち）がございます。列への割り込みや友人知人を列に招き入れる
行為は他のお客様の迷惑となりますので、禁止とさせていただきます。
・Grand STAGEとOpen STAGEは映像配信を行います。また、各種取材が入っており、撮影さ
れた写真や動画は記事や広告物などに使用される可能性がございます。
・食べ物を食べながら会場内を移動することは禁止です。飲食は休憩処など、所定のエリアで
行ってください。なお、場所の占拠、長時間のご利用はご遠慮ください。
・お食事中の会話はお控えください。
・会場内での座り込みは他のお客様のご迷惑となりますのでご遠慮ください。

・会場内外いずれにおいても、来場者間でのグッズなどの「交換・トレーディング」行為はご遠
慮ください。
また、入場チケットを含む本イベントで入手された物品においては「営利を目的とした転売・
譲渡」
「金額より高値での転売・譲渡」
「オークション・SNSなどで不特定多数に向けての転売・
譲渡」は一切禁止です。
・ご自身の荷物・貴重品はご自身で管理してください。
・会場内での生配信は他のお客様のご迷惑となるためご遠慮ください。
・会場ではスタッフの指示に従ってください。指示に従えない場合は、退場していただく場合
もございます。
・会場内外でのお客様に起因するトラブル・事故などにつきましては、主催者・会場は一切責
任を負いません。
・天災・不慮の事故などにより、イベントが中止となる場合もございます。
・すべてのステージ・プログラム・アトラクションはやむを得ない事情でプログラム内容・出
演者・開演時間を変更・中止する場合がございます。なお、変更・中止に際し、チケットの払
い戻しはできません。
・その他、イベント公式ウェブサイトに記載の注意事項とあわせてご確認ください。

infomation

お困りの際や、落とし物がありましたらウェルカムビジ
ョン付近のインフォメーションまでお越しください。

