TRPG フェスティバル 2018 冒険の書

2018
冒険の書
会場：熱海温泉 ホテル大野屋
期日：2018年8月31日
（金）
〜3日
（日）

TRPGフェスティバル運営事務局

主催：株式会社アークライト 運営：TRPGフェスティバル運営事務局

日本最大規模のアナログゲームイベント!

ゲームマーケット2018秋

11月24日 〜25日

2018 秋

ゲームマーケットとは
ボードゲームなど電源を使用しないアナログ
ゲームのイベントです。さまざまなゲームを
買ったり、遊んだりできます。

買える！

10：00▶17：00
東京ビッグサイト

会場 西3・4ホール

遊べる！

多くの試遊卓があり、気軽にゲームをお試
しプレイできます。こどもゲームコーナーや
TRPGの短時間体験卓、謎解きゲームな
どもあって、一日中楽しく遊べます。

交流できる！

プロ・アマチュアを問わず多くの出
展 者がゲームを販 売しています。
ボードゲームやカードゲーム、TCG
やTRPGなど、さまざまなゲームが
購入できます。

来場者同士はもちろん、出展しているゲー
ムデザイナーとも対面で一緒に遊ぶことが
でき、交流の輪が広がります。

高校生以下
入場無料

小学生以下は保護者
同伴で無料。中学〜
高校生は学生証の提
示で無料となります。

公式サイト

TRPGフレッシュフェス
11月25日
（日）
会場内にて開催!!

入場

当日販売 入場券：1,000円（税込） 事前・当日販売 カタログ（入場引換券1枚付）
：2,000円（税込）
両日お越しの場合は各日お買い求めくだ 両日の会場地図や全ブースのPRカットを収録。
事前に販売物を確認したい方はコチラ！
さい。

ゲームマーケット公式サイト
主催 株式会社アークライト 運営

http://gamemarket.jp

ゲームマーケット事務局

E-mail gamemarket@arclight.co.jp
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19：00

20：00

21：00

22：00

24：00

［D1］R.CON（P48）
（本館2F 蓬莱②）

［C1］
グループSNE公式セッション（P47）本館2F 蓬莱①）

［B1］インコグ・ラボコン（P47）
（本館2F 吉祥④）

［A1］
TRPGセッション with F.E.A.R.（P46）
（本館2F 吉祥②③）

騎士道剣術ワークショップ（P53）
（本館2F 瑞雲／舞台）

20：00

11

21：00

22：00

23：00

24：00

25：00

冒険者の酒場 アインプロージット
（P56）
（本館1F セブンスポット）

冒険者の酒場 ゲームバー グリュック
（P56）
（本館1F セブンスポット）

赤竜亭（P56）
（本館1F 麻雀ルーム）

その他

ボードゲーム

体験型

26：00

27：00

28：00

ダイス運段位認定試験 in TRPGフェス2018（P61）
（本館2F 瑞雲）

食事系

セッション

ブラッスリー・ファンタジア（常時提供カフェ）
（P59）
（本館2F 末広 ）

騎士道剣術ワークショップ
（P53）
（本館2F 瑞雲／舞台）

アーマー試着＆写真撮影（P53）
（本館2F 瑞雲／舞台）

ボードゲーム・ストリート話題作体験会（P52）
（東館3F 東雲）

新作脱出ボードゲームを誰よりも早く遊ぶ会
（P57）
（受付は東館3F 東雲）

トークショー

『サムライブレイドTRPG』ドレコパーティ（P60）
（本館2F 吉祥⑤）

黒絢のアヴァンドナー＆銀剣のステラナイツ（P55）
（本館2F 瑞雲 イベントスペース）

19：00

ゆらめく水面の星市場
（参加型フリマ）
（P61）
（高砂館3F 入船）

新作「トリニティセブンRPG」体験会（P53）
（本館2F 瑞雲 イベントスペース）

シナリオバイキング（P57）
（本館2F 竹）

パラノイアTRPG：公式セッション（P55）
（本館2F 瑞雲 イベントスペース）

18：00

みんなで話そう「GM論」
（P62）
（本館2F 梅）

［L1］ライブRPG『インコグ・フェスティバル』
（P50）
（本館2F 寿福）

28：00

サイトウケンジ×齋藤高吉 Ｗサイトウトークショー
（P62）
（本館2F 竹）

『クトゥルフ神話TRPG』ショートセッション（P60）
（ルルイエの館（本館2F 吉祥））

『歯車の塔の探空士』作者GMセッションP55）
（本館2F 瑞雲 イベントスペース）

グループSNEボードゲーム体験会
（P52）
（東館3F 東雲）

史上最大！異世界横断ウルトラクライン
（P52）
（本館2F 竹）

ファイターズランク試験（P54）
（地下駐車場）

27：00

熱海でも怖い話をしませんか 2018（P61）
（東館3F 東雲）

集団戦闘訓練（ミニゆるLARP）
（P59）
（地下駐車場）

WAR→P！to ロードス島戦記 灰色の魔女（P60）
（高砂館3F 入船）

冒険者訓練所（P54）
（地下駐車場）

26：00
F.E.A.R.深夜のトークショーPart1
（P62）
（本館2F 吉祥② ）

深夜のサバト──探索者お断り！（P63）
（ルルイエの館（本館2F 吉祥①））

25：00

三遊亭楽天のTRPG落語（P51）
〈本館1F ヒサゴ〉

ふらっとTRPGコーナー（P58）
（本館2F 瑞雲（イベントスペース））

ホテル大野屋屋上セッション ニコニコ生放送（P54）
（本館屋上）

冒険LARP From SW2.0LARP
（P58）
（東館2F シーサイド1）

【プラモブロック】
でキャラ駒をつくろう！
（P57）
〈本館2F 梅〉

GENCON報告トークショー＆オールドスクールRPGを語る会（P58）
（東館3F 東雲）

深夜の深淵コン（P59）
（東館2F シーサイド2 ）

［G1］
ようこそ、パスファインダー協会日本支部へ（P49）
（東館3F 曙）

［F1］歌風部屋 オフィシャルセッション（P49）
（本館2F 松）

［E1］
『クトゥルフ神話TRPG』オフィシャルセッション（P48）
（ルルイエの館（本館2F 吉祥①））

三遊亭楽天のTRPG落語
（P51）
〈本館1F ヒサゴ〉

日金
17：00

23：00

『トーキョーN◎VA THE AXLERATION』プレミアムセッション（P91）
（本館2F 吉祥②③）

18：00

3Dプリンタで戦士のコマを作ってみよう！
（P51）
〈東館3F 東雲〉

17：00

日金

12

1

1
日土

日土
13
7：00

7：00

8：00

8：00

11：00

12：00

13：00

14：00

16：00

［A3］TRPGセッション with F.E.A.R.

［E3］
『クトゥルフ神話TRPG』オフィシャルセッション
（P48）
（ルルイエの館（本館2F 吉祥①））

［E2］
『クトゥルフ神話TRPG』オフィシャルセッション（P48）
（ルルイエの館（本館2F 吉祥①））

三遊亭楽天のTRPG落語
（P64）
〈本館1F ヒサゴ〉

まるごとLARP体験会 ダンジョンハック
（P72）
（東館2F シーサイド1）

9：00

マギカロギア大型レイド～熱海魔法戦線～
（P75）
（東館2F シーサイド2）

まるごとLARP体験会 クトゥルフ神話
（P75）
（東館2F シーサイド1）

ソード・ワールド2.5 トークショー（P73） 冒険企画局トークショー
（東館3F 東雲）
（P76）
（本館2F 竹）

新作脱出ボードゲームを誰よりも早く遊ぶ会
（P68）
（受付は東館3F 東雲）

新作
「トリニティセブンRPG」
体験会
新作
「トリニティセブンRPG」
体験会
（P68）
（本館2F 瑞雲 イベントスペース）
（P68）
（本館2F 瑞雲 イベントスペース）

10：00

ダイス運段位認定試験 in
TRPGフェス2018（P66）
（本館2F 端雲）

騎士道剣術ワークショップ
（P71）
（本館2F 瑞雲／舞台）

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

赤竜亭
（P75）
（本館1F 麻雀ルーム）

桜降る代に決闘を 体験会
（P73）
（本館2F 瑞雲
（YSブース）
）
TRPG女子会（P70）
（本館2F 寿福）
11：00

ファイターズランク試験
（P67）
（地下駐車場）

DOMINA GAMES 体験会
（P72）
（本館2F 瑞雲
（YSブース）
）

ブラッスリー・ファンタジア
（常時提供カフェ）
（P66）
（本館2F 末広）

騎士道剣術ワークショップ
（P71）
（本館2F 瑞雲／舞台）

アーマー試着＆写真撮影
（P70）
（本館2F 瑞雲／舞台）

ボードゲーム・ストリート話題作体験会
（P69）
（東館3F 東雲）

グループSNEボードゲーム体験会
（P69）
（東館3F 東雲）

ソード・ワールド2.5 リンクセッション

パラノイアTRPG：公式セッション
（P69）
（本館2F 瑞雲 イベントスペース）

黒絢のアヴァンドナー＆銀剣のステラナイツ（P69）
（本館2F 瑞雲）（P76）
（本館2F 瑞雲 イベントスペース）

チュートリアルLARP From SW2.0LARP①
（P70）
（東館1F 卓球場）

冒険者訓練所

シナリオバイキング
（P72）
（本館2F 竹）

『歯車の塔の探空士』作者GMセッション（P71）
（本館2F 瑞雲 イベントスペース）

新作脱出ボードゲームを誰よりも早く遊ぶ会
（P68）
（受付は東館3F 東雲）

新作
「トリニティセブンRPG」
体験会
（P68）
（本館2F 瑞雲 イベントスペース）

シナリオバイキング（P72）
（本館2F 竹）

史上最大！異世界横断ウルトラクライン
（P68）
（本館2F 竹）

集団戦闘訓練（ミニゆるLA

冒険者訓練所（P67）
（地下駐車場） RP）
（P73）
（地下駐車場）（P67）
（地下駐車場）
ファイターズランク試験（P67）
（地下駐車場）

集団戦闘訓練（ミニゆるLA
RP）
（P73）
（地下駐車場）

WAR→P！ to ロードス島戦記 灰色の魔女
（P67）
（高砂館3F 入船）

『クトゥルフ神話TRPG』
ショートセッション
（P71）
（ルルイエの館
（本館2F 吉祥①）
）

ファイターズランク試験（P67）
（地下駐車場）

冒険者訓練所（P67）
（地下駐車場）

WAR→P！ to ロードス島戦記 灰色の魔女
（P67）
（高砂館3F 入船）

『クトゥルフ神話TRPG』
ショートセッション
（P71）
（ルルイエの館
（本館2F 吉祥①）
）

ふらっとTRPGコーナー
（P66）
（本館2F 瑞雲
（イベントスペース）
）

第2回ロール＆ロール公認GMコンベンション（P65）
（東館2F シーサイド2）

まるごとLARP体験会 現代伝奇LARP
（P65）
（東館2F シーサイド1）

GM講座（P74）
（本館2F 梅）

三遊亭楽天のTRPG落語
（P64）
〈本館1F ヒサゴ〉

【プラモブロック】
でキャラ駒をつくろう！
（P65）
〈本館2F 梅〉

三遊亭楽天のTRPG落語
（P64）
〈本館1F ヒサゴ〉

［G3］ようこそ、パスファインダー協会日本支部へ
（P49）
（東館3F 曙）

海外インディーズゲーム体験会（P74）
（本館2F 吉祥⑤）

三遊亭楽天のTRPG落語
（P64）
〈本館1F ヒサゴ〉

［G2］
ようこそ、パスファインダー協会日本支部へ（P49）
（東館3F 曙）

18：00

歌風部屋 トークショー＆サイン会
（P76）
（本館2F 松）

［D3］R.CON（P48）
（本館2F 蓬莱②）

［D2］R.CON（P48）
（本館2F 蓬莱②）

［F2］歌風部屋 オフィシャルセッション
（P49）
（本館2F 松）

［C3］グループSNE公式セッション
（P47）
本館2F 蓬莱①）

［C2］グループSNE公式セッション
（P47）
本館2F 蓬莱①）

［B3］インコグ・ラボコン.
（P47）
（本館2F 吉祥④）

［A2］TRPGセッション with F.E.A.R.（P46）
（本館2F 吉祥②③）（P46）
（本館2F 吉祥②③）
［B2］
インコグ・ラボコン.（P47）
（本館2F 吉祥④）

17：00

シャドウランを語る：第六世界の歩き方
（P74）
（本館2F 寿福）

15：00

『シャドウラン5th Edition』プレミアム・セッション（P91）
（専用客室）

10：00

3Dプリンタで戦士のコマを作ってみよう！
（P64）
〈東館3F 東雲〉

9：00

14

1

1

18：00

19：00

20：00

21：00

22：00

23：00

［L2］ライブRPG『 インコグ・フェスティバル』
（P50）
（本館2F 寿福）

冒険LARP From エピック・オブ・プレアデス（P77）
（本館2F シーサイド１）

日土

17：00

26：00

27：00

深夜のサバト──探索者お断り！
（P80）
（ルルイエの館（本館2F 吉祥①））

F.E.A.R.深夜のトークショーPart2
（P79）
（本館2F 吉祥② ）

25：00

18：00

19：00

20：00

15

21：00

22：00

23：00

24：00

25：00

26：00

27：00

冒険者の酒場 アインプロージット
（P78）
（本館1F セブンスポット）

桜降る代に決闘を 体験会
（P73）
（本館2F 瑞雲
（YSブース）
）

赤竜亭（P76）
（本館1F 麻雀ルーム）

冒険者の酒場 ゲームバー グリュック
（P78）
（本館1F セブンスポット）

DOMINA GAMES 体験会
（P72）
（本館2F 瑞雲
（YSブース）
）

ゲーム＆ミード 深夜の試飲会＠グリュック2018
（P80）
（本館1F セブンスポット）

深夜のオトナゲーム会（P80）
（東館3F 東雲）

GMマガジン＆ウォーロックマガジン編集対談
（P79）
（東館3F 東雲）

ゆらめく水面の星市場
（参加型フリマ）
（P79）
（高砂館3F 入船）

3Dプリンタで戦士のコマを作ってみよう！
（P64）
〈東館3F 東雲〉

ブラッスリー・ファンタジア（常時提供カフェ）
（P66）
（本館2F 末広）

騎士道剣術ワークショップ
（P71）
（本館2F 瑞雲／舞台）

アーマー試着＆写真撮影（P70）
（本館2F 瑞雲／舞台）

ボードゲーム・ストリート話題作体験会（P70）
（東館3F 東雲）

グループSNEボードゲーム体験会（P69）
（東館3F 東雲）

ソード・ワールド2.5 リンクセッション
（P76）
（本館2F 瑞雲 イベントスペース）

パラノイアTRPG：公式セッション（P77）
（本館2F 瑞雲 イベントスペース）

新作脱出ボードゲームを誰よりも早く遊ぶ会
（P68）
（受付は東館3F 東雲）

史上最大！異世界横断ウルトラクライン
（P68）
（本館2F 竹）

集団戦闘訓練
（ミニゆるLARP）
（P73）
（地下駐車場）

WAR→P ！ to ロードス島戦記 灰色の魔女
（P67）
（高砂館3F 入船）

『クトゥルフ神話TRPG』
ショートセッション
（P71）
（ルルイエの館
（本館2F 吉祥①）
）

シナリオバイキング（P72）
（本館2F 竹）

ファイターズランク試験（P67）
（地下駐車場）

冒険者訓練所
（P67）
（地下駐車場）

『クトゥルフ神話TRPG』
ショートセッション（P71）

ふらっとTRPGコーナー（P66）
（本館2F 瑞雲（イベントスペース）
）

マギカロギア大型レイド～熱海魔法戦線～（P75）
（東館2F シーサイド2）

まるごとLARP体験会
クトゥルフ神話（P75）

安心からの脱出・Village, Shelter, Comfort
（芸術型 教育LARP）
（P77）
（本館2F 梅）

旅団カーバンクル酒場ライブ
（P78）
（本館1F セブンスポット）

［R1］冒険者酒場のとある一日
（P50）
（本館1F セブンスポット）
海外インディーズゲーム体験会
（P74）
（本館2F 吉祥⑤）

24：00

［F3］
歌風部屋 オフィシャルセッション
（P49）
（本館2F 松）

［G3］
ようこそ、パスファインダー協会日本支部へ（P49）
（東館3F 曙）

歌風部屋 トーク
ショー＆サイン会

［E3］
『クトゥルフ神話TRPG』オフィシャルセッション（P48）
（ルルイエの館（本館2F 吉祥①））

［D3］R.CON
（P48）
（本館2F 蓬莱②）

［C3］
グループSNE公式セッション（P47）本館2F 蓬莱①）

［B3］
インコグ・ラボコン.（P47）
（本館2F 吉祥④）

［A3］
TRPGセッション with F.E.A.R.（P46）
（本館2F 吉祥②③）

『トーキョーN◎VA THE AXLERATION』プレミアムセッション（P91）
（本館2F 吉祥②③）

17：00

日土

28：00

28：00

16

2

2
日日

日日
17
7：00

7：00

8：00

8：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

チュートリアルLARP SW2.0LARP③
（P88）
（東館2F シーサイド1）

まるごとLARP体験会 トーナメントバトル
（P88）
（本館屋上）

WAR→P！ to ロードス島戦記 灰色の魔女
（P82）
（高砂館3F 入船）

10：00

11：00

騎士道剣術ワークショップ
（P86）
（本館2F 瑞雲／舞台）

12：00

ドラゴンを倒せ！2018
（P87）
（本館2F 寿福）

アーマー試着＆写真撮影
（P86）
（本館2F 瑞雲／舞台）

13：00

14：00

15：00

ボードゲーム・ストリート話題作体験会
（P85）
（東館3F 東雲）

グループSNEボードゲーム体験会
（P85）
（東館3F 東雲）

黒絢のアヴァンドナー＆銀剣のステラナイツ（P83）
（本館2F 瑞雲（イベントスペース））

『歯車の塔の探空士』作者GMセッション（P83）
（本館2F 瑞雲（イベントスペース））

新作脱出ボードゲームを誰よりも早く遊ぶ会
（P84）
（受付は東館3F 東雲）

帰ってきた『りゅうたま』体験セッション（P83）
（本館3F 瑞雲（イベントスペース））

シナリオバイキング
（P85）
（本館2F 竹）

ファイターズランク試験（P84）
（地下駐車場）

冒険者訓練所（P84）
（地下駐車場）

WAR→P！ to ロードス島戦記 灰色の魔女
（P82）
（高砂館3F 入船）

『クトゥルフ神話TRPG』
ショートセッション
（P86）
（ルルイエの館
（本館2F 吉祥①）
）

ふらっとTRPGコーナー（P82）
（本館2F 瑞雲（イベントスペース））

9：00

16：00

新・菊池たけしとゆかいな仲間たち
（P88）
（本館2F 瑞雲）

TRPGの話をガッツリする部屋
（P87）
（東館2F シーサイド2）

チュートリアルLARP From SW2.0LARP②
（P82）
（東館2F シーサイド1）

3Dプリンタで戦士のコマを作ってみよう！
（P81）
〈東館3F 東雲〉

東雲）

16：00

Role&Roll新作発表会
（P89）
（本館2F 蓬莱①②）

15：00

教育研究・発達支援研究・メディア研究から見たTRPG・LARPの可能性（口頭発表パネル）
（P81）
（本館2F 吉祥⑤）

［R2］
冒険者酒場のとある一日
（P50）
ロードス島戦記RPGトークショー（P87）
（東館3F
（本館1F セブンスポット）

［G4］
ようこそ、
パスファインダー協会日本支部へ
（P49）
（東館3F 曙）

［F4］
歌風部屋 オフィシャルセッション
（P49）
（本館2F 松）

［E4］
『クトゥルフ神話TRPG』オフィシャルセッション（P48）
（ルルイエの館（本館2F 吉祥①））

［D4］
R.CON
（P48）
（本館2F 蓬莱②）

［C4］
グループSNE公式セッション
（P47）
（本館2F 蓬莱①）

［B4］
インコグ・ラボコン.
（P47）
（本館2F 吉祥④）

［A4］
TRPGセッション with F.E.A.R.
（P46）
（本館2F 吉祥②③）

9：00

17：00

17：00

18：00

18：00

18

31

日金

1

日土

2

2：00

3：00

4：00

5：00

6：00

7：00

8：00

バイキング

10：00

12：00

14：00

参加受付

13:00

15：00

16：00

手荷物預かり
（末広）

物販+体験卓
（P38、
39）
（端雲）

お弁当

19：00

20：00

21：00

バイキング

整理券
［あ］

物販部屋閉鎖

整理券
［い］

ルームキーは本部受付に
返却してください

チェックアウト
（11：00）

物販部屋閉鎖

フリープレイ
（P40、
41）
（端雲）

バイキング

整理券［え］

22：00 23：00 24：00

鍵受け渡し（各階エレベーターホール）

18:00

物販+体験卓
（P38、
39）
（端雲）

17：00

物販+体験卓
（P38、
39）
（端雲）

お弁当

整理券［う］

11：00

フリープレイ（P40、
41）
（端雲）

フリープレイ（P40、41）
（端雲）

物販部屋閉鎖

物販部屋閉鎖

9：00

バイキング

グランドスケジュール

0：00 1：00

開会式
（端雲）
閉会式（端雲）

日日

2018
冒険の書
2泊3日貸し切られた熱海の温泉旅館「大野屋」という非日常空間で
架空のキャラクターを演じ、架空の体験を楽しむTRPGを満喫しよう！
TRPGセッションはもちろん
ライブ RPG、トークショー、WAR→ P!、LARP
ファンタジー料理、冒険者の酒場など
遊びきれないほどの企画がキミを待つ！
食事と温泉、そしてゲームを楽しむ夢の空間
それがTRPGフェスティバルなのだ!!
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イベントスケジュール....................... 10〜18
............... 19
総扉／もくじ................................
会場案内図.......................................... 20〜21
会場へのアクセス.............................. 22〜23
参加受付手順など.............................. 24〜25
........... 26
参加者受付補足................................
........... 27
会場周辺マップ................................
..............
................
.
28〜29
禁止・注意事項①
禁止・注意事項②............................... 30〜31
....... 32〜33
イベント内通貨『ゴールド（G）』
............
34〜35
加方法
リザーブ制イベント参
....
リザーブ制イベントスケジュール 36〜37
物販ルーム.......................................... 38〜39
フリープレイルーム........................... 40〜41

....
サイン会のお知らせ................................ 42
...... 44〜91
イベント情報................................
..
ゲスト別イベントリスト................. 93〜96
ゲーム別イベントリスト................. 97〜103
冒険の記録..................................... 104〜11 3
............114
奥付................................................
お役立ちコラム
............... 25
ルームキーの取り扱い.................
. 26
................
ウト時間
参加受付、チェックア
....
手荷物預かりの時間................................ 26
..
食事の時間................................................. 31
.. 31
................
................
................
.
風呂の時間
............... 31
財布の預け方................................

19

会場案内図

熱海温泉 ホテル大野屋

瑞雲

高砂館

EV

6F

客室

551〜558

5F

客室

451〜458

4F

入船

3F

バイキング会場 富士

2F

大浴場 ローマ風呂

松松

竹竹

梅梅

②②

蓬菜

トイレ

①①

トイレ

651〜657

ガーデンプール
露天風呂

本部受付
トイレ

客室

フロント

811〜825

8F

客室

901〜906

9F

客室

711〜725

7F

客室

801〜806

8F

客室

611〜625

6F

客室

701〜706

7F

客室

511〜525

5F

客室

601〜606

6F

客室

411〜425

4F

客室

501〜506

5F

客室

312〜331

3F

客室

401〜406

4F

売店

ロビー

セブンスポット

2F

寿・東雲・曙

3F

1F

家族風呂 麻雀ルーム
シーサイド

2F

卓球室

花の湯

1F

ひさご

吉兆

EV

東雲
場
駐車
呂へ
風
マ
ー
ロ

本館へ
EV

喫煙所

東館

EV

トイレ

EV

花の湯へ

EV

EV

卓球室

シーサイド１

露天風呂

露天風呂

トイレ

プール

1F
喫煙所

トイレ

入船

玄関

東館

2F

1F
本館

地下駐車場へ

曙

富士

高砂館 3F

ホール

麻雀ルーム

東館 3F

トイレ

フロント
ロビー

家族風呂

売店

EV

トイレ

トイレ

ゲームコーナー

EV

トイレ
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客室

※本館と東館との連絡通路は本館3Fと東館4Fが繋がっています

EV

2F
高砂館

客室

セブン
スポット

末広

9F

メイン会場

1F

1001〜1006 10F

911〜925

寿寿

⑤⑤

③③
④④

②②

①①

寿福

東館

RF

客室

連
※絡通路

…………タバコ

本館

① 物販ルーム

…………酒

プレイルーム

2F
本館

…………飲み物

②② フリー

ステージ

自動販売機

シーサイド2
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伊藤園ホテル
熱海館

）
方面

屋

古
、名
大阪

バス10分

ＪＲ東海道新幹線

ファミリーマート

昭和シェル

（
島駅

◀三

ファミリーマート
田原本町

道
国

5
13

線
号

熱海駅から大野屋までは、伊藤園リゾート
巡回バスで送迎が行なわれています。 利用の
際は「 外回り」にご乗車ください。 なお、受
付開始時間の「14：00前後」は非常に混雑が
予想されます。 時間には余裕をみてご計画く
ださい。

ファミリーマート

また、熱海駅から大野屋までのタクシー料

熱海市役所
熱海
街道

ファミリーマート

金は1,000円かかりませんので、グループで
ご参加の場合はタクシーの利用もお勧めです。

中央町

熱海港

9：00
9：30
10：00
10：30
11：00
11：30
12：50（臨時便）
13：20（臨時便）

13：50
14：20
14：50
15：20
15：50
16：20
16：50
17：20

※「内回り」でも大野屋には着きますが、遠
回りになります。

大野屋からの帰り

車でのアクセス

ホテル大野屋

マリンスパ熱海入口

大野屋には無料の駐車場がありますが、収
容台数に限りがあるため、利用は事前申請制

会場

静岡県熱海市和田浜南町3-9

電話：0557-82-1121

http://www.itoenhotel.com/search_hotel/hotellist/846_
oonoya/tabid/301/Default.aspx

おりますが、近隣には有料駐車場が複数ござ
いますので、こちらも利用可能です。

とさせていただきます。 受付は既に終了して

ホテル大野屋

住所：〒413-0023

バスツアー
東京から会場の大野屋まで、バスツアーを
行います。

バスツアーは予約制となっております。 詳
しくは公式サイトをご確認ください。

バスの中ではゲストのトークショーも開催。
行きの移動時間はゲストと一緒に楽しみな
がら会場まで移動できます。

22

巡回バス「外回り」熱海駅発時間

最終日の閉会式後、大野屋から熱海駅までは、巡回バスの臨時便を手配しています。 ですが、一度に
乗れる数には限りがありますので、観光を兼ねてゆっくり歩いてみたり、グループでタクシーを利用し
たりなどもお勧めです。

熱海金城館

熱海温泉

徒歩20分

熱海駅

小

ＪＲ東海道新幹線

熱海駅

大阪駅

田

東

駅（

原

）▶

面

方

京

ホテル大野屋

N

電車でのアクセス

東京駅

会場へのアクセス

■ F.E.A.R.バスツアー（東京駅〜大野屋）
■冒険企画局バスツアー（新宿駅〜大野屋）
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②14：00～15：00 待機・物販

参加受付手順など

参加受付が終わりましたら、本館 2Fに移

TRPGフェスティバル参加にあたって、参加者の皆さまには「 参加受付」を行なっていただく必

さい。こちらで16時より開会式が行われます。

要があります。 このページをよくお読みになって受付を行なってください。

参加の流れ

なお、物販コーナーはこの時間から開場し

①

②

③

④

参加受付

待機・物販

チェックイン

開会式

14：00〜

14：00〜15：00

15：00〜16：00

16：00〜

①参加受付

トイレ
売店

参加受付
トラブル対応窓口

EV

移動
F へ ロビー
2
本館

受付
参加

フロント
ホール

会場のホテル大野屋に到着されましたら、
参加受付開始まで1階ロビーにてお待ちくだ
さい（上図参照）
。 並び順に関しては、スタッ
フの指示に従ってください。
受付開始時間になりましたら、スタッフの
指示に従い参加受付を行なってください。 こ
の『 冒険者の書』と一緒にお送りした『 イベン
ト参加証明書』
の提示が必要になりますので、
忘れずにお持ちください。
参加受付開始時間

8月31日（金）14：00から（予定）

ておりますので、ご利用いただけます。

事前の荷物送付
大野屋に事前に荷物を送っておく事が可
能です。 詳細は公式サイトをご確認くだ
さい。 送付された荷物は全て本館2Fの「寿
福」に集められています。 開会式に参加す
る前に、
「寿福」にて送付した荷物を受け取っ
てください。

③15：00～16：00 チェックイン
15時以降、宿泊付きのプランにて参加さ

『ルームキー』は部屋に付き1つですので、同

れている方は、チェックインが可能となります。

じ部屋の方がすでにルームキー受取をされて

部屋番号はネームプレートに印刷されています。

いる場合には、その旨お伝えいたします。 宿
泊部屋にて合流ください。
ルームキーは外出の際にはエレベーター

ルームキー受取

本館は各階のエレベーターホール前で、東

ホール前でお預けください。

館は東館3階（瑞雲と同じフロア）エレベーター

※18時以降は本部受付で配布、ホテルフロ

ホール前でルームキーを配布していますので、

ントでお預かりいたします。

お受け取りください。

玄関

喫煙所

24

動し（左図参照）、「瑞雲」の間までお進みくだ

参加受付時にお渡しするもの

ルームキーの取り扱い
『ルームキー』の取り扱いに関しましては、初日の段階で同部屋の方たちでよく
ご相談ください。 個別申込での参加などで、参加者間で連絡を取るのが難しい
場合などは、ホテルフロントにて『ルームキー』のお預かりが可能ですので、外
出の際にはホテルフロントに
『ルームキー』
を預けるようにするとスムーズです。

『ネームプレート』
『 ネームプレート』は参加者であることの証
明となります。 受け取られましたらすぐに首
から下げて、
会場内では常に着用してください。
『整理券』
（該当者のみ）
後述の「 イベントリザーブ制」に当選され
ている方には、該当するイベントの
『整理券』
も一緒にお渡しいたします。
『お土産』
参加者の記念としてお土産をお渡しいたし
ます。2018年はサコッシュです。

走らないでください！
大野屋は温泉旅館ですので、通路はあまり広くありません。 イベントの開始時間が迫って
いるときや、セッションの合間のトイレ休憩など、ついつい走りたくなるお気持ちは理解で
きますが、会場内には多数のお客様や関係者がおり、走ると思わぬ衝突や接触によりケガを
する危険があります。
ケガをしたり、ケガを負わせたりしてしまっては、せっかくの楽しいイベントが台無しになっ
てしまいます。 会場内では、くれぐれも走らないようにお願いいたします。

25

参加者受付補足
参加時間

参加者の方のTRPGフェスティバルへの参
加時間および宿泊部屋の入・退室時間は下記

トに参加するなど、悪質なルール違反をされ
た方は以後のTRPGフェスティバル参加をお
断りする場合があります。

会場周辺マップ
静岡県熱海
総合庁舎

総合庁舎入口

❺

の通りです。

8月31日（金）15：00～
（日）
11：00チェックアウト
9月2日

宿泊部屋

参加受付前に「 参加受付トラブル対応窓口」
にお問い合わせください。
遅れて参加する場合の参加受付・ルームキー
参加受付時間に間に合わない場合、瑞雲前

預かり時間

本部受付までお越しください。
なお、受付は2日目以降も含め、24時間可
能です。

市役所前

引渡時間

中央町

N

9月2日（日）
8：00〜12：00
9月2日（日）
12：00〜閉会式前まで

ほっともっと ❾

行いますが、再度のお預かりは致しかねます。

熱海所記念病院

デニーズ

ホテル大野屋

料金は着払いのみ受付となります。

❸

❻

コンビニ

セイジョー

ださい。 チェックアウトを済ませずにイベン
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❷ ファミリーマート

丸文熱海店

24時間営業

熱海店

❺ マックスバリュ

熱海店

❻ マックスバリュ エクスプレス
薬局

❼ セイジョー

ファミレス ❽ デニーズ
弁当屋

熱海店
熱海店

❾ ほっともっと

営業時間

また、最終日のイベントには必ずチェック

熱海中央町店

❹ 業務スーパー
スーパー

再入室することはできませんので、お忘れ物

アウトを済ませてから参加するようにしてく

❶ セブン ‐ イレブン

❼

❸ サンミマート

お荷物をすべて持って宿泊部屋から退室し

のないようにご注意ください。

サンミマート

ロント前にて荷物の発送サービスを承ります。

『 ルームキー』を本部受付へ返却する事で、
チェックアウト完了となります。 宿泊部屋に

❽

マリンスパ熱海入口

手荷物の発送について
9月 2日（ 日）11：00頃（ 予定）より、1Fフ

最終日
宿泊付きプランでの参加の場合、最終日は
てください。

熱海玉の湯

熱海金城館

マックスバリュ エクスプレス

11：00までに必ずチェックアウトを行なっ

❹

業務スーパー

※午前中もご要望があれば手荷物の引渡しは

の本部受付にて参加受付・ルームキー配布を
行ないますので、ご来場後本館 2Fへ進み、

❷

ファミリーマート

9月2日（日）の朝8：00頃より「末広」の間
にて「手荷物預り所」を開設して、宿泊参
加者の皆さまの手荷物をお預かりするサー
ビスを開始いたします。 なお、「午前中」
は手荷物のお預かりのみ、「午後」からお預
かりは行なわず引渡しのみとなりますので
ご注意ください。

参加証明書を忘れた場合など

参加受付にあたって何かしら問題がある場合、

セブン‐イレブン

マックスバリュ

手荷物預りサービス

イベント 8月31日（金）14：00〜
参加 9日2日（日）閉会式

熱海市役所

❶

熱海店

熱海小嵐店

9：30〜19：30
7：00〜23：30
24時間営業
10：00〜22：00

7：00〜24：00
（ラストオーダー 23：30）

8：00〜22：00
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禁止・注意事項①

飲酒

浴衣

●酒気を帯びた状態で、イベントのメインフ

宿泊付きプランの場合、ホテルにある浴衣

ロアである本館2F、および同じ階層の別

を利用することができます。 ただし数に限り

館（高砂館2F、東館3F）のイベントへ参加

がございますので、お1人につき1日 1着まで

●「イベントリザーブ制」などの事前予約イ

することを禁止いたします。 お酒とゲー

とさせていただきます。 使用後の浴衣は、宿

場所でのゲーム行為は固く禁止します。

ベントに当選した方が、イベントの参加権

ムを楽しみたい方は、本館1Fの「セブンス

泊部屋の玄関付近に畳んでおいていただければ、

●運営事務局に許可なく会場内で営業・宣伝

をほかの方（友人など）に譲り渡す行為は、

ポット」
「麻雀ルーム」などをご利用くださ

ホテルの方が回収いたします。

活動、物品売買、集会などを行うことは禁

原則として禁止します。ただし、TRPGフェ

い。

止します。

スティバルへの参加権そのものを譲渡した

●飲みすぎにはご注意ください。 たとえ飲

熱中しすぎて衣服が着崩れていることに気付

結果として、イベントへの参加権が譲渡さ

酒が認められている場所であっても、酩酊

かず、周囲の方の迷惑となる場合がございま

れるケースは例外とします。

して周囲に迷惑をかけるなどの事態になっ

す。 特に浴衣では発生しやすいので、十分に

た場合には、退出していただきます。

ご注意ください。 なお体を動かして遊ぶライ

イベント全般

●通路や階段など、他の参加者の迷惑となる

●緊急の場合を除き、運営事務局が呼び出し
や伝言を行うことはありません。
●イベントフロアは禁煙です。 喫煙は所定
の場所にて行ってください。

イベント参加権譲渡の禁止

●万が一、譲渡が確認された場合は、「譲渡
した方」
「譲渡された方」の双方に注意勧告

●各種禁止事項に該当する行為を行われた方

を行い、悪質な場合は以後のTRPGフェス

には、運営事務局から注意勧告を行い、悪

ティバルへの参加をお断りする場合があり

質な場合はその場で会場からご退場いただ

ます。

また、浴衣に限らない話ですが、ゲームに

●「酒気を帯びた状態かどうか」は運営事務
局が判断させていただきます。

をお断りします。
はその場で禁止させていただく場合があり
ます。 あらかじめご了承ください。
ネームプレート
●『ネームプレート』は、有料イベントであ
るTRPGフェスティバルの参加者であるこ
との証明です。 会場内では必ず首から下
げて着用し、スタッフから提示を求められ
た場合は、速やかにご提示をお願いします。
ベルトから下げたり、カバンに着けたりし
て持ち運ぶ行為は原則として禁止します。
●
『ネームプレート』
を着用しているときは、
参加者情報（オモテ面）が常に見える状態
にしてください。
『ネームプレート』のケー
ス前面にカードなどを入れたり、シールを
貼るなどして参加者情報を見えなくする行
為は固く禁止します。
●例外として、冒険者名を併記してある場合
に限り、「本名の部分だけ」なら裏側に折
り込んで隠すことはかまいません。
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衣でのプレイは禁止とさせていただきます。

節度をもってお酒を楽しもう！

き、以後のTRPGフェスティバルへの参加
●その他、スタッフが不適当と判断した行為

ブ RPGやLARPにおいては、ホテルにある浴

飲食
食事（基本的にNG）
食事イ ベ ン ト を 除き、
イ ベ ン ト会場内や 通路で
の 食事（ お 弁当、 カ ッ プ
ラーメンなど）は基本的に
禁止で す。 夕食休憩時間
な ど の 場合は、 ゲ ー ムマ
スタ ーな ど の 許可が あ れ
ば構いません。

温泉旅館での開催ということもあり、TRPGフェスティバルではお酒を解禁しています。
お酒は楽しいものではありますが、酔いにより問題を起こしやすいものでもあります。 また、
酔った状態でのゲームプレイ自体を忌避される方もいらっしゃいます。
飲みたい方とそうでない方をしっかり区別し、みなさんにご満足いただけるようにと考え
ておりますが、もしお酒によって大きな問題が起きてしまうと、次回以降の開催では全面禁
止とせざるをえない可能性もあります。
ぜひとも節度をもって周囲に迷惑をかけないようにお酒を楽しんでいただきますよう、ご
協力をお願いします。

軽食（OK）
お に ぎ り、 菓子パ ン、
サンドイ ッ チや お 菓子類
な ど の 軽食は、 ゲ ー ムマ
スタ ーな ど の 許可が あ れ
ば問題ありません。

8月31日（金）
9月1日（土）

飲み物（OK）
会場内で 飲み 物を 飲む
こ と は 問題あ り ま せ ん。
た だ し、 で き る だ け フタ
の閉まるもの（ペットボト
ルなど）をご利用ください。

9月2日（日）

運営スケジュール
14：00 参加受付開始
14：00 物販ルーム営業開始（予定）
16：00 開会式
22：00 物販ルーム営業終了
09：00 物販ルーム営業開始
22：00 物販ルーム営業終了
08：00 手荷物預かり開始
09：00 物販ルーム営業開始
11：00 チェックアウト
手荷物預かり、預かり終了
12：00
手荷物預かり、引き渡し開始
手荷物預かり、引き渡し終了
15：59
全イベント終了
16：00 閉会式
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禁止・注意事項②
ゲームマナー

●ゲームの前にはお互いに挨拶をしましょう。
●ゲーム中は、他のゲーム卓の迷惑になるよ
うな行為はやめてください。
●ゲーム以外の目的でゲーム卓を占有するの
はやめてください。

とさせていただきます。
●運営事務局が危険もしくは不適当と判断し
たコスプレや、公序良俗に反すると思える
コスプレはご遠慮いただく場合があります。
●通路での集会、撮影などは周囲の方の迷惑
になる可能性がありますのでご遠慮ください。

走るのは危険ですのでやめてください。
はおやめください。
宿泊部屋

●宿泊部屋の金庫は同部屋の方たちで相談し
て共同利用してください。
●宿泊部屋でのゲームプレイは同部屋の方の

の利用はできません。
●サイン会や握手会といったイベント以外で、
ゲストや関係者の方々にサイン・握手・記
念撮影などを求めると、他の方々も集まっ
てしまいゲストにも周囲の方にも迷惑とな

了承を取ってください。 また周囲のお部

る可能性があります。 ご配慮ください。

屋の迷惑とならないよう十分に注意を払っ

●ホテルのフロントおよびホテル従業員にイ

てください。
コスプレをされる方へ
●原則としてコスプレ衣装のままホテル大野
屋の敷地外へ出ることは禁止します。
●専用の更衣室などはありません。

高砂館 2F 富士前のスペースにてお弁当を受

としてご返金いたしかねますので、あらか

け取ってください。 配布時間後、残ったお弁

じめご了承ください。

当は破棄いたしますのでご注意ください。

●会場内ではスタッフの指示に従ってくださ
い。 従っていただけない方は、会場より

財布

貴重品は原則として各自での管理をお願
いしておりますが、お財布に限り、ホテル
フロントでお預かりすることができます。
外出の際に限らず、ご不安がある状況では、
ホテルフロントにお財布をお預けください。
なお、お預けの際はフロントにネームプ
レートを提示し、お名前と冒険者 IDをお
伝えください。
バイキング
夕食・朝食のバイキングは高砂館 2F 富士

●ゴミは所定のゴミ箱にきちんと分別して捨

にて提供されます。 枠が3時間ございますが、

てましょう。
せていただく場合がありますので、お持ち
の場合は持ち歩いてください。

お弁当配布時間

11：00〜16：00

※海鮮丼は足が早いため、なるべく早くお受け取りく
ださい。

お風呂

「 ローマ風呂」は高砂館 1F、「 花の湯」は東
館 1Fにあり、時間によって男女入れ替わりで
ご利用いただけます。
「 露天風呂」は高砂館 3Fに2つあります。 午
前中は男女で分かれておりますが、14：00以
降は両方とも女性用となります。
また、上記とは別に「家族風呂」があり、空
いていればご利用いただけます。

ベントの内容などを尋ねないでください。

●運営事務局からの緊急連絡を携帯電話にさ

なお、11：30 〜 14：30は富士をお食事
場所としてご利用いただけます。

ご退場いただく場合があります。
●緊急の場合は、スタッフおよびホテル従業

そのほかの注意事項

ください。

お弁当

2日目昼、3日目昼のお弁当付きの方は、

●お支払いいただいたイベント参加料は原則

●イベント会場以外でのゲーム行為はご遠慮
●イベント以外でのカラオケ室・麻雀ルーム

●ルームサービスの利用は禁止です。

健康保険証などをご持参ください。

員の指示に従ってください。

●会場内は、かなりの混雑が予想されます。
●会場の内外・昼夜を問わず、過度に騒ぐの

健康状態に不安をお持ちの方は、念のため

終了間際は混雑が予想されますので、余裕を
持ってご利用ください。
バイキング付きの方は『 ネームプレート』

ローマ風呂

6：00〜11：00 14：00〜25：00
女
男

花の湯

男

女

露天風呂

男／女

女

家族風呂

空いていれば利用可能

にその旨が記載されていますので、会場入場
時にご提示ください。

●3日目の 12時以降、会場は貸切ではなく

●お荷物の紛失・盗難などについて、運営事

なります。 節度をもってコスプレを楽し

務局では一切の責任を負いかねます。 お

なお、バイキングの時間と被っている一部

プール
高砂館 3Fにはプールがあります。9：00

んでください。 また一般の宿泊者がロビー

荷物はきちんと自己管理の上、貴重品は必

のイベントについては、途中で食事休憩を挟

〜 17：00の間、自由にご利用いただけます（水

などを利用されますので、フルフェイスの

ず身につけて持ち歩いてください。

む前提となっております。GMの提示に従っ

着は各自でご用意ください）
。

兜など顔を隠すアイテムはロビーでは禁止
いたします。

●落し物や忘れ物などを見つけた場合は、本
館2F 本部受付までお届けください。なお、

●先端が尖った物など、周囲を傷つける可能

落し物はイベント終了後、運営事務局で 1

性のあるアイテム・パーツの持ち込みは禁止

週間保管した後、ご連絡がない物は処分さ

します。また、武器に見えるようなアイテム・

せていただきます。

パーツを持ち込む場合、会場までの移動の

●気分が悪くなったり、急病になられた場合

際には袋に入れるなどしてお持ちください。

は近くのスタッフまでお声がけください。

●警察官などの公務員のコスプレは一切禁止

また、滞在時間の長いイベントですので、
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てお食事を取ってください。
31日（金）
1日（土）
2日（日）

夕食

17：00〜20：00

朝食

  7：00〜10：00

夕食

17：00〜20：00

朝食

  7：00〜10：00

※終了時間30分前で新規の入場は締め切らせていただ
きます。

喫煙
喫煙可能場所は以下の通りです。
（喫煙可の）客室
本館1F ロビー 喫煙所 *
東館1F 卓球室横 喫煙所 *
*P.20〜21会場案内図参照
※屋外も禁煙です。
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イベント内通貨
『ゴールド
（G）』
TRPGフェスティバルでは、物販以外のほぼすべてのイベント参加料を、イベント内通貨『 ゴー
ルド（G）』でお支払いいただきます。

ステップ1

注意事項

●イベント開始時間の間際には、販売窓口が
混雑します。 余裕のある時間にまとめて

本部受付で『ゴールド』を買う

購入しておくことをお勧めいたします。
●必ず事前に必要な分の『ゴールド』をご用
意ください。 物販ルームと一部のイベン

ゴールド（G）

▼
ステップ2

D
T R P G F E S T I VA L G O L

500

500

トを除き、現金でのお支払いは受け付けて
おりません。
●『ゴールド』を紛失してしまった場合、原
則として再発行はできません。 あらかじ

イベント参加時に使用する

めご了承ください。
●必要な枚数を大幅に超えた『ゴールド』を
購入し大量に払い戻す行為は、正常なイベ

見本

▼
ステップ3

GOLD

2018

ARCLIGHT, INC.

料金（レート）
販売・払い戻し場所

ント進行の妨げになりますのでご遠慮くだ
さい。
●物販ルームでの商品購入では『ゴールド』
を使用できません。 現金でお支払いくだ

使わなかった『ゴールド』を
本部受付で払い戻す

さい。
●その年の『ゴールド』は、その年のみ有効
です。 来年のイベントで使用することは
できません。

500円（税込）で 500G（紙幣1枚）
本館2F 本部受付

※深夜の時間帯には払い戻しを行ないません。 ご注意ください。
※ TRPGフェスティバル終了後の払い戻しはお受けできません。 払い戻しは閉会式
に参加する前に必ず済ませるようご協力ください。

回数券のように事前にまとめて買っておく

イベント内通貨『ゴールド（G）』とは
TRPGフェスティバル内の有料イベントに

ことで、イベント毎にお財布から支払いを行

参加する際は、基本的には現金ではなく『ゴー

う煩わしさがなくなります。 お財布はホテル

ルド』でお支払いいただきます。

フロントに預けておけますので、会場内を気

『 ゴールド』は事前に本館 2F 本部受付で購

楽に歩き回ることができます。 また、使わな

入していただきます。 種類は1種類（500G

かった『ゴールド』は後で払い戻しができます

＝ 500円）ですので、例えば1,000Gのイベ

ので、無駄が生じることもなくて安心、とい

ントに参加する場合は、事前に500Gを2枚

うシステムです。

（1,000円）ご購入ください。
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フローチャート補足

リザーブ制イベント参加方法

①「参加受付」時の『整理券』

ここではイベントリザーブ制の対象になっているイベントへ参加するための流れを説明します。

「 イベントリザーブ制」にお申し込みいただ

基本的に『整理券』が必要になりますので、P36、37のリストにある整理券配布時間もあわせて確

いている場合、参加受付の際に当選したイベ

認してください。

ントの『整理券』が配られます（事前に『整理券』
が郵送されるわけではありません）。

参加フローチャート

抽選の優先権

「整理券抽選会」では、「抽選会でまだ一度
も当選されていない方」を優先させていた
だきます（当選したかの管理にはネームプ
レートを利用します）。 なるべく多くの方
の希望にこたえるためですので、ご理解と
ご協力をお願いいたします。

② 抽選会

リザーブ制イベントを事前に予約している？

各イベントの、「 イベントリザーブ制」で

③ 抽選会後の残った『整理券』

の当選分を差し引いた数の『整理券』は、
ロビー

している！

したけど他にも参加したい

していない…

参加したいリザーブ制イベントがある？

「参加受付」時に
『整理券』を受け取る

ある

ないけど気になる

始時間までの間、1Fロビー受付にて自由配

P36、37の「リザーブ制イベントスケジュー

布を行います。 先着順で1名につき1枚まで、
お好きな『整理券』をお持ちいただけます。

選を開始いたしますので、時間に間に合うよ
※各イベントの参加料は、入場時にお支払い

うに1Fロビー受付にお越しください。

いただきます。参加料お支払いの際は、スタッ
※時間のカウントはスタッフの時計が基準と

フの指示に従ってください。

なります。5分前にはお集まりください。
※都合により配布時間などが変更となる可能

「整理券配布時間」に
1Fロビー受付に集合

②
抽選会に参加
当選した
『整理券』を受け取る

整理券が
残って
いたら…

④ キャンセル待ち
各イベントともに開始時間を過ぎても参加

性があります。
※配布処理の中でネームプレートを使用いた

者が現れなかった場合、キャンセル待ちの受

します。 スタッフの指示に従ってください。

付が行なわれます。 キャンセル待ちを希望
される方は、それぞれのイベントの開始時間
15分前を目処に、1Fロビーの入場待機列の
場所にお集まりください。

③

1Fロビー受付で
残った
『整理券』
から
好みのものをゲット！

入場開始時間に「1Fロビー」に集合

④
キャンセルが出た分があれば、キャンセル待ち受付が行なわれる
希望者は、各イベントの開始時間15分前に1Fロビーの入場待機列の場所に集合
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にて簡易的な抽選会を行なって配布されます。
ル」に記載されている【 整理券配布時間】に抽

①

抽選会で残った『 整理券』は、イベント開

その他
「イベントリザーブ制」とは!?
対象のオフィシャルセッションとライブ

イベントのキャンセル
体調不良などの理由でイベント参加をキャ

RPGの中から、あらかじめ遊びたいと思うイ

ンセルされる際、お手持ちの『整理券』はご自

ベントの希望を出せば、必ずどれか一回はイ

分で処分されず、必ず1Fロビー受付へご返却

ベントに参加できるという制度です。 参加者

ください。

の皆さんには、リザーブ希望イベントをお申

万が一、ゴミ箱などに捨てた『整理券』を、

し込みいただく手順のご案内がメールにて届

他の参加者に拾われて使用された場合、拾っ

いていることと思います。

て使用した方はもちろん、捨てた方も注意勧

この制度を利用して、ぜひTRPGフェスティ
バルをエンジョイしてください。

告を受け、ペナルティーを課せられる場合が
あります。 ご注意ください。
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リザーブ制イベントスケジュール
リザーブ制イベントの「 整理券配布時間」
「 入場開始時間」スケジュール一覧です。 参加したい
イベントの時間を間違えないように、よくご確認ください。
イベント
開催時間

イベント名
［A1］TRPGセッション with F.E.A.R.

日（金）

31

頁数

50名

P46

整理券配布時間

入場開始時間
31日 17：40

［B1］インコグ・ラボ コン

24名

P47

31日 17：50

18：00～24：00［C1］グループ SNE公式セッション

26名

P47

31日 17：50

24名

P48

［E1］『クトゥルフ神話TRPG』オフィシャルセッション 8～12名

P48

31日 17：40

16名

P49

31日 19：50

18：00～24：00［G1］ようこそ、パスファインダー協会日本支部へ 24名

P49

31日 17：50

21：00～24：00［L1］ライブRPG『インコグ・フェスティバル』 50名

P50 ［あ］31日17：00 31日 20：50

［D1］R.CON
20：00～24：00［F1］歌風部屋 オフィシャルセッション

(事前予約のみ)

31日 17：45

イベント入場待機場所
本館1Fロビー

5分前には本館1Fロビーに集合してください
［あ］
［い］
［う］
［え］

31日（金）17：00
31日（金）21：00
1日（土）10：30
1日（土）15：30

入場開始時間になったら本館 1Fのロビー
にご集合ください。 そこからスタッフが誘導
いたします。
※待機列に並ぶ前に、イベント参加費分のG
（ゴールド）をご準備ください。

注意事項
●整理券は簡易的な抽選によって配布されま

※怪我などで階段の移動が困難な方は、その

すので、早く並ばれても有利にはなりませ

※廊下が狭いため、各会場へ直接向かわず、

ん。 混雑緩和のため、集合時間の 30分前

必ず一旦ロビーにお集まりください。

より早い時間の集合はご遠慮ください。

※イベント開始時間に間に合わなかった場合、

●これらは全て有料イベントです。 参加料

キャンセルと見なされ参加できない可能性が

は入場時にお支払いいただきます。

旨スタッフにお申し出ください。

あります。

［A2］TRPGセッション with F.E.A.R.

50名

P46 ［い］31日21：00 1日 9：40

［B2］インコグ・ラボ コン

24名

P47 ［い］31日21：00 1日 9：50

［C2］グループ SNE公式セッション

26名

P47 ［い］31日21：00 1日 9：50

24名

P48 ［い］31日21：00 1日 9：45

［E2］『クトゥルフ神話TRPG』オフィシャルセッション

8～12名

P48 ［い］31日21：00 1日 9：40

［F2］歌風部屋 オフィシャルセッション

16名

P49 ［い］31日21：00 1日 9：45

［G2］ようこそ、パスファインダー協会日本支部へ

24名

P49 ［い］31日21：00 1日 9：50

［A3］TRPGセッション with F.E.A.R.

50名

P46 ［う］1日10：30 1日 16：40

［B3］インコグ・ラボ コン

24名

P47 ［う］1日10：30 1日 16：50

17：00～23：00［C3］グループ SNE公式セッション

26名

P47 ［う］1日10：30 1日 16：50

24名

P48 ［う］1日10：30 1日 16：45

31日
（金）～2日
（日） 『クトゥルフ神話 TRPG』ショートセッション

［E3］『クトゥルフ神話TRPG』オフィシャルセッション 8～12名

P48 ［う］1日10：30 1日 16：40

31日
（金）～2日
（日） 『歯車の塔の探空士』作者 GMセッション

P55、71、83

事前予約

31日
（金）～2日
（日） 黒絢のアヴァンドナー＆銀剣のステラナイツ

P55、69、83

事前予約

～2日
31日
（金）
（日） ふらっとTRPGコーナー

10：00～15：00［D2］R.CON

１日（土）

［D3］R.CON
19：00～24：00［F3］歌風部屋 オフィシャルセッション

16名

P49 ［う］1日10：30 1日 18：50

17：00～23：00［G3］ようこそ、パスファインダー協会日本支部へ 24名

P49 ［う］1日10：30 1日 16：50

18：00～20：00［R1］冒険者酒場のとある一日

80名

P50 ［う］1日10：30 1日 17：50

21：00～24：00［L2］ライブRPG『インコグ・フェスティバル』 50名

P50 ［う］1日10：30 1日 20：50

２日（日）

［A4］TRPGセッション with F.E.A.R.

50名

P46 ［え］1日15：30 2日 8：40

［B4］インコグ・ラボ コン

24名

P47 ［え］1日15：30 2日 8：50

9：00～14：00 ［C4］グループ SNE公式セッション

26名

P47 ［え］1日15：30 2日 8：50

24名

P48 ［え］1日15：30 2日 8：45

［E4］『クトゥルフ神話TRPG』オフィシャルセッション 8～12名

P48 ［え］1日15：30 2日 8：40

［D4］R.CON
10：00～12：00［F4］歌風部屋 オフィシャルセッション
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定員

「整理券抽選会」開始時間

16名

P49 ［え］1日15：30 2日 9：50

9：00～14：00 ［G4］ようこそ、パスファインダー協会日本支部へ 24名

P49 ［え］1日15：30 2日 8：50

9：00～11：00 ［R2］冒険者酒場のとある一日

P50 ［え］1日15：30 2日 8：50

80名

●各イベントの詳細については、
「頁数」のペー
ジをご確認ください。
●当日、都合により定員や時間が変更される
場合がございます。 その場合、会場内の
インフォメーションボードなどで告知され
ますので、ご確認ください。

1Fロビー受付

イベントリザーブ制に関する事は、基本的
に全て本館1Fのロビーに設置される受付
で管理されます。 困った時などはひとま
ず 1Fロビー受付に来てお問い合わせくだ
さい。

イベントリザーブ制以外のセッションイベント
日時

イベント名

頁数

参加方法

P60、71、86 事前予約＆参加抽選券配布

P58、66、82

参加自由

～2日
31日
（金）
（日） 『ダンジョンズ＆ドラゴンズ』体験コーナー

P41

参加自由

31日
（金）
（日） ハーンマスター体験会コーナー
～2日

P41

参加自由

P55、77

事前予約

～1日
31日
（金）
（土） パラノイア TRPG：公式セッション
31日
（金）
（土） 『トーキョー N◎VA THE AXLERATION』プレミアムセッション
～1日
～1日
31日
（金）
（土） 新作「トリニティセブン RPG」体験会
31日
（金）
18：00～21：00 ホテル大野屋屋上セッション ニコニコ生放送
31日
（金）
20：00～25：00 『サムライブレイド TRPG』ドレコパーティ

P91

事前予約

P53、68

当日整理券配布

P54

※放送視聴のみ

P60

参加自由、先着順
当日整理券配布

1日
（土）
9：00～15：00

第2回ロール＆ロール公認 GMコンベンション

P65

1日
（土）
15：00～21：00

マギカロギア大型レイド～熱海魔法戦線～

P75

事前予約

1日
（土）
17：00～23：00

ソード・ワールド2.5 リンクセッション

P76

事前予約 &当日抽選

P91

事前予約

P83

事前予約

1日
（土）
17：00～23：00 『シャドウラン5th Edition』プレミアム・セッション
2日
（日）
9：00～14：00

帰ってきた『りゅうたま』体験セッション
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【体験卓】
ハーンマスター体験会コーナー
GMは岡和田晃先生。 先生の空いた時間に開催します。 開催ス
ケジュールは当日発表します。

物販ルーム
全国のゲームメーカーや有名ゲームショップが一堂に会した物販ルームは、買い物もゲームも
楽しめる超充実のラインナップ！ 買ってよし、遊んでよしの物販ルームで、思いっきりお楽しみ
ください！
※当日の混雑状況によっては、物販ルームの入場を制限させていただく場合がございます。 あ
らかじめご了承ください。
営業時間

場所

31日
（金）14：00 〜22：00
1日
（土）9 ：00 〜22：00
2日
（日）9 ：00 〜16：00

⓫

❿

本館2F 瑞雲

❽

❼

❻
❹

❸

フリープレイ卓

❹ コスパ
【物販】
RPGへのオマージュを込めたコスパのオリジナルグッズシリー
ズ「アイテムヤ」から、人気の「アーマーパーカー＋2」の「新色グ
レー」を先行販売決定！ ほかにも、様々な装備やグッズが充実
のラインナップ！ クトゥルフ神話モチーフ「ミスカトニック大
学購買部」グッズもあり。装備はアイテムヤで揃えてみませんか？

❺

❾

❸ ホビージャパン
【物販】
『ダンジョンズ＆ドラゴンズ日本語版』のルールブックをはじめ
とした各種TRPG用アイテムと、人気のボードゲームやカードゲー
ムを揃えてお待ちしております。
【体験卓イベント】
『ダンジョンズ＆ドラゴンズ』体験コーナー
短時間で『ダンジョンズ＆ドラゴンズ』を楽しんで頂く体験セッショ
ンを開催いたします。
コ ー ナ ーの 内一卓に は、DMと し て テ ー ブ ル ト ー ク カ フ ェ
Daydreamの岡田様にもお越しいただく予定です。
開催スケジュールは現地にて発表いたします。

イベントスペース

❷

❺ ファンタジー通り 〜 LARPと刺繍と魔法具と〜
【出張「コノス」】
静かなる丘を越えてやってきた行商人。安全な武器、素敵な衣装、
珍しい雑貨などを取り扱う。
【下北沢リフルシャッフル】
光と闇の世界観を持つ創業11年の下北沢の洋服屋。 絵を縫う特
殊技術で雑貨素材、物販品を製作します。
【ほしくず堂】
生活を少し「ステキに便利に」する、魔法の道具たち。 ひとつひ
とつ手作りした、物語を含むアイテムによって、手にした時から
「あなたの物語」が、はじまります。

❻ ホビーベース イエローサブマリン
❶
フリープレイ
受付

出展企業リスト
❶ ロール＆ロール ステーション
【物販】
今年も最新ボードゲームの先行販売を準備中！ 注目のあのゲー
ムを一足早く手に入れるチャンスかも!? また、TRPG書籍や関
連グッズ、人気ボードゲームも多数ご用意！ 欲しいルルブが増
えた、何か面白いゲームで遊びたい、そんなときはぜひ一度、覗
いてみてください！
【体験卓イベント】
短時間で遊べるボードゲームの体験卓をご用意！ おひとり様か
ら楽しめます！ イベントとイベントの間の、ちょっとした空き
時間などにふらっと遊びに来てくださいね！
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❷ サンセットゲームズ
【物販】
今年も新色ダイスがたくさんあります。 戦国家紋ダイス作りまし
た。TRPG、ボドゲ用雑貨も多数ご用意してます。
「TRPGフェス
が 2回目も開催できた記念大特価セール」で、TRPG、ボドゲ、ダ
イスを20〜30％ OFFでご提供します！ ダイスガチャあります！
T w i t t e rと ブ ロ グ で 情 報 G E Tで き ま す！ T w i t t e r I D：@
hkokado
サンセットBASE出張所
（https://sunsetgames.theshop.jp/）
あまおち総統がオールゲーマーズを販売するために降臨されます！

【物販】
人気の「○○製作ノート」の最新作！
「シナリオ製作ノート」がTRPGフェス2018にて先行販売！
他にも同人、商業ルールブック、シナリオ多数ご用意いたします！
そして…

❽ ジャイアントホビー

【物販】
新作ボードゲーム『ポンポワーレ』ほか、『ドラスレ』シリーズの
販売を予定しています。
【体験卓イベント】
新作ボードゲーム『ポンポワーレ』試遊
ミニチュアペイント講座
ドラスレキャンペーン TRPGフェス版
などを予定しています。
（時間は未定）

❾ ゲームズワークショップ日本支社
【物販】
戦略性とダイナミックな展開で話題のボックスゲーム「ウォ—ハ
ンマーアンダーワールド :シェイドスパイア」のスタートセットと
各エキスパンション、関連製品を販売します。
【体験卓イベント】
「ウォ—ハンマーアンダーワールド:シェイドスパイア」
の体験ゲー
ム、驚異の性能シタデルカラー使用のミニチュアペイント実演開催。
ゲームとペイントのサポートを受けて、ここからシェイドスパイ
アを始めてみよう！ スケジュールは現地にて発表します。

 サクセス
【物販】
英雄クロニクルワールドガイド (『黄金くじ』シリアル付 )、「リン
グ★ドリーム」公式 BOOKを販売！
【体験卓イベント】
英雄クロニクルゲーム体験コーナー
1日（土）10：00〜22：00
2日（日）10：00〜15：00
あなたが持っているキャラシート、そのキャラも再現できます！
PCブラウザゲーム「英雄クロニクル」ゲーム試遊体験会！
キャラメイクに特化した「英雄クロニクル」であなたのキャラを「英
雄クロニクル」に登場させよう！

 キャッスル・ティンタジェル
【物販】
「ここで装備していくかい？」
着れば本当に戦える中世仕様の鎧やヘルムの他、LARP用グッズ
やヨーロッパで買い付けた中世雑貨など、他では手に入らない選
りすぐりのアイテムを特別価格でご提供！ 皆さまのご来店を心
からお待ちしております！
※お買い上げになった商品の、ゲームやイベントでのご使用につ
いては、安全面を考慮し、必ず各主催者様のご指示に従っていた
だきますようお願いします。

〜とあるコンベンションにて〜
「すっごーい、ステキなダイスですね！ どこで売っていたんですか？」
「イエローサブマリンなんだけど、今度行ってみる？」
と、会話のきっかけになる（かもしれない）
こだわりのダイスも、いろいろご用意いたします！
イエローサブマリンならばダイスの試し振りも大歓迎です！
貴方の運命を変える、そんなダイスに出会えるかも！

❼ グループ SNE
【物販】
グループ SNEが販売するボードゲーム、カードゲームの新作、
話題作を取り揃えています！ GMマガジンのバックナンバーな
どもありますので、お気軽にのぞいてみてくださいね！
イベント「ドラゴンを倒せ！ 2018」で使用できるキャラクターカー
ド、ダイスなども販売予定です。
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フリープレイルーム
TRPGフェスティバルでは、参加者のみなさんが自由にゲームを遊べる「 フリープレイルーム」
を設けております。 好きなゲームを好きな時間に遊べる「 フリープレイルーム」をぜひご利用くだ
さい。

受付開始時間

8月31日（金）14：00〜（予定）

利用可能時間

8月31日（金）17：30〜9月2日（日）13：30

場所／利用料金

本館2F 瑞雲／無料

夜間（セルフ予約）時間帯

23：00〜翌7：00

ゲーム卓の予約方法

ゲームマスター（GM）としてTRPGのセッ
ションを開催する、などの用途でフリープレ
イルームのゲーム卓を利用したい場合は、本
館 2F 瑞雲の「フリープレイ受付」でゲーム卓
の予約を行っていただくことになります。
ゲーム卓の空き状況をご確認のうえ、遊ぶ

や、卓が成立しなかった場合は、「フリー

います。追加の椅子が必要な場合は、スタッ
フまでご相談ください。

はゲーム卓の事前予約サービスを行う予定で

い場合は、スタッフの判断でキャンセルと

す。 また
『プレイヤー募集用紙』
のダウンロー

扱わせていただく場合があります。

ドもできますので、事前に記入などをされた

●何らかの事情によりキャンセルされる場合

これで予約は完了ですので、開始時間に所定
の卓に集合してください。

スケジュールのメモ
開始時間はP104以降の「冒険の記録」に
メモして忘れないようにしましょう！

夜間はフリープレイ受付が閉じます。 ゲー
ム卓の予約はセルフで行なう事になります。
※プレイヤーとしての参加方法は昼と同じです。
夜間のゲーム卓予約の流れ

合は記入するだけで結構です）
。
ゲームが終了したら、『 プレイヤー募集用
してください。

▼

②『プレイヤー募集用紙』を記入して掲示
▼

③時間になったら予約卓でゲーム開始！
▼

集用紙』へ添付する場合は、A4以下のサ

約控え』をお渡ししますので、予約したプレイ

イズで1枚までにまとめてください。また、

開始時間に所定のゲーム卓へお越しください。

開始時間になりましたらスタッフが回収し

す。 予約する場合はここに予約時間、冒険者

てしまいますので、必ず予備をお手元にご

ID、冒険者名を記入してください。

④終了後『プレイヤー募集用紙』は受付に

①『予約シート』補足
夜間は各卓に『予約シート』が置かれていま

注意事項

●セルフ予約は 23：00〜翌7：00の範囲内
でのみ可能です。 この時間を跨いで予約
したい場合は、フリープレイ受付が開いて
いる時にお申し込みください。
●夜間は卓に余裕があると見込まれます。
余裕を持った時間での予約をお勧めします。
●予約回数の制限などはありません。

用意ください。
●ゲーム卓の予約は先着順となります。

出してください（ プレイヤーを募集しない場

①各卓の『予約シート』に予約時間を記入

完了です。 スタッフが『 フリープレイ GM予

●不明点などがあった場合、本部受付は 24

●ゲーム開始時間までに指定された番号の

②④『プレイヤー募集用紙』補足
『予約シート』記入後、
『プレイヤー募集用紙』

ゲーム卓に集合してください。 予告なし

に必要事項を記入し、掲示板にご自分で貼り

時間稼働しておりますので、本部受付にお
問い合わせください。

のキャンセルなど悪質な行為をされた方に
は、以後のフリープレイルームのご利用を
お断りする場合があります。
●フリープレイルームでのお食事は禁止です。

プレイ受付」
で予約をする必要はありません。

飲み物や軽食はゲームマスターの許可があ

掲示板に貼られている
『プレイヤー募集用紙』

れば問題ありません。

を見て遊びたいゲームを探し、遊びたいゲー

●長時間のゲーム卓予約はお断りする場合が

ムが見つかったら、
その
『プレイヤー募集用紙』

あります。 あらかじめご了承ください。

の下部に自分の冒険者IDを記入してください。

●周囲の迷惑となるような卓の使い方はご遠
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い方もぜひご利用ください。

紙』はフリープレイ受付の所定の場所に提出

注意事項
●ハンドアウトなどの別紙を『プレイヤー募

ゲームに参加したい場合
プレイヤーとして参加したい場合は、
「フリー

ゲーム卓事前予約サービス
TRPGフェスティバル公式ウェブサイトで

●開始時間から 30分経っても卓が成立しな

リープレイ受付」にご提出いただければ予約は

※提出していただいた『プ
レイヤー募集用紙』は、ス
タッフがフリープレイ用の
掲示板に貼りださせていた
だきます。

プレイ受付」まで必ずご連絡ください。

●各ゲーム卓には基本的に 6脚の椅子がござ

夜間
（セルフ予約）時間帯に関して

ゲームのタイトル、開始時間、シナリオ概要
などを『プレイヤー募集用紙』
に記入して、
「フ

慮ください。
●ギャンブル行為は固く禁止いたします。

やめよう予約ブッチ !!
「プレイヤー募集用紙」に参加予約を行なった上で、時間になっても現れない人がいると、
「参
加するはずの人がこないので、ゲームが始められない」など、その卓の参加者に多大な迷惑
がかかります。フリープレイは自由参加である分参加者側のモラルが重要になります。無断キャ
ンセル行為は絶対にやめてください。 もし参加をキャンセルしたい場合は、必ず「プレイヤー
募集用紙」の予約欄に取り消し線を引くなど、分かるようにしてください。
快適で楽しい「フリープレイルーム」の運営のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
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サイン会のお知らせ
イベント概要

MEMO

#TRPGフェス

ンをしてもらったのちに返却いたします。

TRPG業界の先生方が一堂に会するフェス
ならではの大サイン会を開催いたします。

注意事項

対象となるグッズは先生と関連のある本な
フェスにお越しいただいている先生方に、
サイン会場にて、参加者の“ 持ち込み本”な
どグッズへサインを行わせていただきます。

どに限ります。
物販店舗ごとにサイン券の枚数に限りがあ
るため、購入前にご確認ください。
先生によってイベント時間内にサインでき

参加方法
事前にサイン会に参加される先生ごとの整
理券を配らせていただきます。

る人数に違いがあるため、整理券の枚数に差
があります。
基本的に先生 1名につき、整理券はお1人
様 1枚まで、サインできるグッズは1つまで

整理券の入手方法

① 物販ルームで500円以上の商品を購入する。

とさせていただきます。
ただし、待機列がなくなり、かつ本部受付

② サイン券を貰う。

に整理券が残っている場合は整理券の再取得

③ 本部受付でサイン券を整理券に引き換える。

が可能となります。
サイン券・整理券の譲渡は禁止はしませんが、

スケジュール
サイン会に参加される先生の一覧とスケ

転売行為はご遠慮ください。

ジュールは web 上で発表させていただきます。

ませんのでご注意ください。

サイン会の終了後はサインは受け付けられ

場所
整理券配布：本部受付
（9/1 08:00 〜予定）
サイン会会場：本部受付横
集合方法
サイン会開始 5分前から列を成形します。
イベント時間内でも待機列がなくなった場合、
サイン会を早期終了する場合がございます。
遅れないようにお集まりください。
※もしも、他のイベントに参加しているなど、
何らかの理由でサイン会の時間に集まること
が難しい場合は、事前に本部受付に“グッズ”
をお持ちください。
事務局で“グッズ”を預かり、先生にサイ
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イベントの事前予約
イベントリザーブ制とは別に、事前予約が可能なイベントを紹介します。

2018
イベント情報

8月31日金〜 9月2日日

事前予約が可能なイベント一覧
WAR→ P！ to ロードス島戦記 灰色の魔女

イベント

ゲーム＆ミード 深夜の試飲会＠グリュック 2018
ゆらめく水面の星市場（参加型フリマ）出店者募集
ソード・ワールド2.5 リンクセッション
パラノイア TRPG：公式セッション

セッション

帰ってきた『りゅうたま』体験セッション
『歯車の塔の探空士』作者 GMセッション
黒絢のアヴァンドナー＆銀剣のステラナイツ
『クトゥルフ神話 TRPG』ショートセッション
冒険 LARP From SW2.0LARP
冒険 LARP From エピック・オブ・プレアデス

※各種イベントの内容は変更になる場合があります。また、事情によりイベント自体が中
止となる場合もあります。
最新の情報は公式サイトや会場内の掲示物を確認してください。

チュートリアル LARP From SW2.0LARP①
チュートリアル LARP From SW2.0LARP②

LARP

チュートリアル LARP SW2.0LARP③
まるごとLARP体験会 現代伝奇 LARP
まるごとLARP体験会 ダンジョンハック
まるごとLARP体験会 クトゥルフ神話
まるごとLARP体験会 トーナメントバトル
安心からの脱出・Village, Shelter, Comfort（芸術型 教育 LARP）
F.E.A.R.バスツアー（東京駅～大野屋）

事前締切型 冒険企画局バスツアー（新宿駅～大野屋）
（当日募集なし）『トーキョー N◎ VA THE AXLERATION』プレミアムセッション
『シャドウラン5th Edition』プレミアム・セッション

予約方法
TRPGフェスの web サイトで、それぞれ
のイベントの予約方法を掲載しています。
詳細はそちらで確認してください。

参加枠が予約で埋まった場合には、
当日キャ
ンセル枠のみとなりますのでご注意ください。
予約イベントをキャンセルされますと、イ
ベントの進行に著しい支障をきたす恐れがあ
るため、速やかに運営事務局までEメールに
て連絡してください。

注意事項
予約に空きがあれば当日参加も可能です。
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また、会期中のキャンセルについては、イ
ベント開始前までに、本館 2Fに設営された
本部受付（P20参照）にお申し出ください。
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31日金
2日日

主催：アークライト 協力：インコグ・ラボ、KADOKAWA、新紀元社
時間

018

l2

G

F e s t iv

※ P34 ～ 37 の「リザーブ制イベント参加方法」や「リザーブ制イベント
スケジュール」もご確認ください。

場所

本館2F 吉祥②③

［A2］9/1（土）
10：00〜15：00
料金
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集合場所：1Fロビー受付 イベント開始10分前から入場開始

インコグ・ラボがお送りするTRPGセッショ
ンイベント。 プレイ予定のタイトルは以下
の通り！ ぜひご参加ください！

※夜の回は食事時間を含んでいるため、途中
1時間の食事休憩が挟まる予定です。

■参加方法：
■予定タイトル：
事前予約＆整理券配布
『平安幻想夜話 鵺鏡』
（2卓）
整理券配布時間
『常夜国騎士譚 RPGドラクルージュ』
（2卓） ［B1］
（事前予約のみ）
『ふしぎもののけRPG ゆうやけこやけ』
（2卓） ［B2］31日（金）21：00（い）
［B3］1日（土）10：30（う）
■ゲスト：
［B4］1日（土）15：30（え）
神谷涼、RAP、清水三毛、桐部ゆき、周防、 ※詳細はP.34～37を参照。
ハシダシュンスケ、いのうえゆうき、備前伸
光、周防、神無月ゾロメ、かかお猫
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1,000G

定員

［A4］9/2（日）
9：00〜14：00

時間

約50名（回によって多少前後します）

場所

■ゲスト：
久保田悠羅、遠藤卓司、田中信二、大畑顕、丹藤
武敏、小太刀右京、三輪清宗、林啓太、藤田史人、
からすば晴、三枝チャージ、ほか
※夜の回は食事時間を含んでいるため、途中1時
間の食事休憩が挟まる予定です。
■参加方法
事前予約＆整理券配布
・整理券配布時間
［A1］
（事前予約のみ）
［A2］31日（金）21：00（ い）
［A3］1日（土）10：30（ う）
［A4］1日（土）15：30（ え）
※詳細はP.34 ～ 37を参照。

入場手順

［C1］8/31（金）
18：00～24：00

本館2F 蓬莱①

［C2］9/1（土）
10：00～15：00
料金

［C3］9/1（土）
17：00～23：00

1,000G

［C4］9/2（日）
09：00～14：00
定員

26名（2卓×5名、4卓×4名）

集合場所：1Fロビー受付 イベント開始10分前から入場開始

グループ SNEがお送りするTRPGセッショ
ンイベント。 今年は4回開催されます。
プレイ予定のタイトルは以下の通りです。
ぜひご参加ください！

※夜の回は食事時間を含んでいるため、途中
1時間の食事休憩が挟まる予定です。

■参加方法：
事前予約＆整理券配布
■予定タイトル：
整理券配布時間
『ソード・ワールド2.5』
［C1］
（事前予約のみ）
『アドバンスト・ファイティング・ファンタジー ［C2］31日（金）21：00（い）
第二版』
［C3］1日（土）10：30（う）
『禁書封印譚 ブラインド・ミトス』
［C4］1日（土）15：30（え）
『トンネル＆トロールズ 完全版』
※詳細はP.34～37を参照。
『ゴーストハンター03』
『ダークソウル TRPG』

その他

その他

▼予定タイトル
『アリアンロッド RPG 2E 改訂版』
『マージナルヒーローズ』
『メタリックガーディアン RPG』
『トーキョー・ナイトメア』
『ガーデンオーダー』
『英雄武装 RPG コード：レイヤード』
『異界戦記カオスフレア Second Chapter』
『モノトーンミュージアム RPG』
『トワイライトガンスモーク』
『フルメタル・パニック！ RPG 完全版』
ほか

24名（6卓×4名）

主催：アークライト 協力：グループ SNE、KADOKAWA
［A3］9/1（土）
17：00〜23：00

集合場所：1Fロビー受付 イベント開始20分前から入場開始

各社の協力を得て、F.E.A.R.がお送りするテー
ブルトーク RPGのセッションイベント。
今年は4回開催されます。 プレイできるゲーム
は最新作から人気作までいろいろご用意してお待
ちしております。

定員

２日（日）

２日（日）

入場手順

［A1］8/31（金）
18：00〜24：00

1,000G

［B4］9/2（日）
09：00～14：00

グループ SNE公式セッション

主催：アークライト 協力：F.E.A.R.、KADOKAWA、新紀元社
時間

料金

［B3］9/1（土）
17：00～23：00

１日
（土）

１日
（土）

TRPGセッション with F.E.A.R.

本館2F 吉祥④

［B2］9/1（土）
10：00～15：00

日
（金）

P

入場手順

a

〜

リザーブ制
イベント

TR

日
（金）

31

場所

［B1］8/31（金）
18：00～24：00

リザーブ

リザーブ

インコグ・ラボコン
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歌風部屋 オフィシャルセッション

主催：アークライト、新紀元社 協力：KADOKAWA
［D1］8/31（金）
18：00～24：00

時間

入場手順

［D3］9/1（土）
17：00～23：00

1,000G

料金

［D4］9/2（日）
09：00～14：00
定員

24名（6卓×4名）

集合場所：1Fロビー受付 イベント開始15分前から入場開始

『Role&Roll』に掲載されている作品を中心
としたTRPGの公式セッションです。 予定さ
れているタイトルは下記の通りです。

※プレイできるタイトルやGMは、事情によ
り当日変更の可能性があります。 あらかじ
めご了承ください。

［E1］8/31（金）
18：00～24：00

場所

［E2］9/1（土）
10：00～15：00

入場手順

料金

1,000G

［E4］9/2（日）
09：00～14：00
定員

8～12名

■ゲスト：
坂本雅之、瀬戸エイジ、立花圭一、小泉勇斗／アー
カム・メンバーズ、黒瀬仁
※夜の回は食事時間を含んでいるため、途中
1時間の食事休憩が挟まる予定です。

1,000G

定員

16名

集合場所：1Fロビー受付 イベント開始15分前から入場開始

『 小さな勇者のRPG ウタカゼ』と『 うたの魔
法と小さな剣のRPG ウタカゼ・メルヒェン』
をとことん楽しむ「 ウタカゼ」尽くしのオフィ
シャルセッションです。
参加される方には、『 ウタカゼ』と『 ウタカ
ゼ・メルヒェン』のどちらを希望するか当日お
聞きします。

※プレイできるタイトルやGMは、事情によ
り当日変更の可能性があります。 あらかじ
めご了承ください。
※夜の回は食事時間を含んでいるため、途中
1時間の食事休憩が挟まる予定です。

■参加方法：
事前予約＆整理券配布
※「9/1（土）19：00～24：00」のセッショ 整理券配布時間
ンは『ウタカゼ・メルヒェン』のみとなります。 ［F1］
（事前予約のみ）
［F2］31日（金）21：00（い）
■ゲスト：
［F3］1日（土）10：30（う）
小林正親、沙千華、廣川愛美、柳井遼、美々 ［F4］1日（土）15：30（え）
宇なぎ
※詳細はP.34～37を参照。
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時間
場所
入場手順

［G1］8/31（金）
18：00～24：00

東館3F 曙

［G2］9/1（土）
10：00～15：00
料金

［G3］9/1（土）
17：00～23：00

1,000G

［G4］9/2（日）
09：00～14：00
定員

24名（5卓×4名）

集合場所：1Fロビー受付 イベント開始10分前から入場開始

ようこそ、
パスファインダー協会日本支部へ！
パスファインダー RPGの大元であるPaizo
には自分のキャラクターを公式サイトに登録
するシステムが存在します。 登録すれば自分
のPCが『 パスファインダー協会員』として認
定され、日本どころか世界中どこででも、オ
ンラインやオフラインを問わず、レベルや装
備を保証された状態でそのセッションに参加
することができる協会セッションルールが存
在するのです。 そんな『 パスファインダー協
会日本支部』のセッションに、皆様をご招待
いたします。

■ゲスト：
ずんだ、銀河アズマ、アクタビン、ほか
※夜の回は食事時間を含んでいるため、途中
1時間の食事休憩が挟まる予定です。
■参加方法：
事前予約＆整理券配布
整理券配布時間
［G1］
（事前予約のみ）
［G2］31日（金）21：00（い）
［G3］1日（土）10：30（う）
［G4］1日（土）15：30（え）
※詳細はP.34～37を参照。

その他

その他

■参加方法：
※会場となる「ルルイエの館」では 3時間で 事前予約＆整理券配布
終わる短いシナリオも用意しています。
整理券配布時間
［E1］
（事前予約のみ）
※別会場の「ふらっとTRPGコーナー」では 1 ［E2］31日（金）21：00（い）
時間で終わる『クトゥルフ神話 TRPG』体験 ［E3］1日（土）10：30（う）
会を用意しています。
［E4］1日（土）15：30（え）
※詳細はP.34～37を参照。
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料金

［F4］9/2（日）
10：00～12：00

主催：アークライト 協力：Paizo、インコグ・ラボ
［E3］9/1（土）
17：00～23：00

集合場所：1Fロビー受付 イベント開始20分前から入場開始

KADOKAWAより出版されている『 クトゥ
ルフ神話 TRPG』
（原著：ケイオシアム）を5時
間の枠を使ってたっぷりプレイする中級者～
上級者向けのイベントです。 現代日本だけで
なく、ガスライト、1920年代／現代アメリ
カなど普段プレイできないようなTRPGフェ
スならではの多彩な舞台を用意しております。

本館2F 松

［F3］9/1（土）
19：00～24：00

２日（日）

２日（日）

ルルイエの館（本館2F 吉祥①）

入場手順

［F2］9/1（土）
10：00～15：00

ようこそ、パスファインダー協会日本支部へ

主催：アークライト 協力：アーカム・メンバーズ、KADOKAWA
時間

場所

［F1］8/31（金）
20：00～24：00

１日
（土）

１日
（土）

『クトゥルフ神話 TRPG』オフィシャルセッション

時間

日
（金）

『モダンファンタジー RPG 獸ノ森』
■参加方法：
『魔界戦記ディスガイア TRPG』
事前予約＆整理券配布
『シャドウラン 5th Edition』
整理券配布時間
『神聖課金RPG ディバインチャージャー
（仮）
』 ［D1］
（事前予約のみ）
『武装伝奇 RPG 神我狩』
［D2］31日（金）21：00（い）
『ログ・ホライゾン TRPG』
［D3］1日（土）10：30（う）
［D4］1日（土）15：30（え）
■ゲスト：
※詳細はP.34～37を参照。
朱鷺田祐介、西上柾、番棚葵ほか

日
（金）

31

主催：アークライト、新紀元社

［D2］9/1（土）
10：00～15：00

本館2F 蓬莱②

場所

リザーブ

リザーブ

R.CON
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主催：アークライト、インコグ・ラボ 協力：KADOKAWA、新紀元社

本館2F 寿福

料金

2,000G

定員

50名

集合場所：1Fロビー受付 イベント開始10分前から入場開始

■参加方法：
事前予約＆整理券配布
整理券配布時間
［L1］31日（金）
17：00（あ）
［L2］1日（土）
10：30（う）
※詳細はP.34～37
を参照。

三遊亭楽天のTRPG落語
場所

2,000G

定員

集合場所：1Fロビー受付 イベント開始10分前から入場開始
を使って交渉・交換・賭けなどをして次の旅
の資金を増やそう！
朝 冒険者は旅に出る前にクエストを確認。
報酬の良いクエストを受けるには強い仲間が
必要だ。 この酒場には紹介所もあれば冒険
者たちもいる。 仲間に引き入れて上級クエ
ストを受注しよう!!

■参加方法：
事前予約＆整理券配布
整理券配布時間
あらすじ 9/1夜 9/2朝
［R1］1日（土）10：30（う）
夜 冒険者たちは旅の戦利品を持って酒場へ ［R2］1日（土）15：30（え）
やってきた。戦利品をGに替えるのもいいが、 ※詳細はP.34～37を参照。
酒場には沢山の冒険者たちがいる。 この品

定員

30名（入る限り）

■参加方法：参加自由、先着順

古典落語演目：
『 死神』
、
『 もう半分』など怪
談噺を中心とした夏の演目をご用意しております。
TRPG落語演目：
『ドラゴンほめ』
、
『インス
マウス長屋』などTRPGをモチーフとした落
語をご用意しております。 演じる演目を張
り出しますので、ご確認の上お越し下さい。
Twitterでも告知を行います。

3Dプリンタで戦士のコマを作ってみよう！ 時間

17：00～19：00

【ユーザー企画】 主催：石膏粉末工房 協力：株式会社マイクロボード・テクノロジー、一般社団法人3Dデータを活用する会・3D-GAN
場所

東館3F 東雲

料金

1,500G（見学は無料）

定員

3名（見学は入室可能な限り）

パソコンでキャラクターのデータを作成し、 ■参加方法：参加自由、先着順
それを3Dプリンタで出力するという一連の
流れを体験する講座です。 但し、今回は時間
の都合上、予めこちらで用意したパーツの中
から武器や防具などを選ぶ方式とします。
武器の種類などの詳細情報は右のQRコー
ドから参照できるブログの記事を御覧下さい。
作成したデータを持ち帰るために、5MB以
上の空き容量があるUSBメモリを御用意して
おくことをお奨めします。

その他

その他

RPGの世界を実際に体験できるイベント
「LIFEisFANTASIA」を舞台に参加者は冒険
者となり酒場での時間を過ごしてもらいます。
公演毎に テ ー マが 変わり9/1は 夜の 酒場。
9/2は朝の酒場での出来事を体験いただく公
演です。
NPCとの会話や自分の行動により変化する
状況とギルドバハムートⅡのNPC20名と参
加者で作り出す世界をどうぞ、お楽しみくだ
さい。

50

80名

17：00～17：30

23：00～23：30

２日
（日）

２日（日）

入場手順

［R2］9/2（日）
09：00～11：00
料金

無料

料金

31

１日
（土）

１日
（土）

本館1F セブンスポット

本館1F ヒサゴ

F e s t iv

時間

五代目圓楽一門会の二ツ目・三遊亭楽天に
よる古典落語とTRPGをモチーフとした新作
落語をお楽しみ戴きます。

主催：アークライト 協力：ギルドバハムートⅡ

場所

G

主催：三遊亭楽天事務所

冒険者酒場のとある一日
［R1］9/1（土）
18：00～20：00

開催イベント

P

インコグ・ラボTRPG未経験者でも大丈夫！
経験者ならさらに楽しめる！

時間

31日金

日
（金）

日
（金）

ドラクルージュとネクロニカとゆうやけこ
やけとでたとこサーガとコロッサルハンター
と鵺鏡を混ぜて、さらにクエスト受注や情報
交換やトレカ要素やガチャ要素を混ぜて、
パーティでもソロでも遊べてお土産要素もあ
るという……そこまでやって大丈夫？

皆様のご参加、お待ちしています！

TR

インコグ・ラボがお送りする、あらゆる
TRPGの要素をこれでもかとごった煮して
詰め込んだやりたい放題のカード収集型ライ
ブ RPG！

018

［L2］9/1（土）
21：00～24：00

l2

場所

［L1］8/31（金）
21：00～24：00

a

時間

入場手順

31

リザーブ

リザーブ

ライブ RPG『インコグ・フェスティバル』
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主催：冒険企画局
場所

本館2F 竹

無料

料金

主催：グループ SNE
場所

東館3F 東雲

料金

40名

定員

■ゲスト（黒幕）
：芥邉雨龍
■その他：筆記用具やダイスなどは必要あり
ません。 手ぶらでご参加いただけます。
またゲーム終了後、参加者を対象に、冒険
企画局によるシステムの様々なシナリオを御
自由にお持ち帰りいただく『シナリオバイキ
ング』を開催いたします。
■参加方法：参加自由、先着順。Twitterア
カウントお持ちの方は、ハッシュタグをつけ
てツイートをお願いします。

グループSNEボードゲーム体験会
500G

時間

時間

主催：キャッスル・ティンタジェル

17：00～22：00

場所

本館2F 瑞雲（舞台）

料金

1,500G

14 ～ 15世紀の騎士たちの鎧と同じ仕様
のへルム、胴鎧、ガントレットが試着できます。
中世の騎士が着ていた鎧はどのくらい重かっ
た？
ヘルムをかぶった時の視野の広さはどのく
らい？
など、実際に体験できる貴重なチャンス！
試着したら、武器を構えてお好きなポーズ
で記念撮影♪（武器はこちらでお貸しします）
ティンタジェルのスタッフが格好いいポー
ズもお教えします！

20名（入る限り、随時入れ替え）

本館2F 瑞雲（イベントスペース）

無料

料金

1名（1回あたり）
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新作
「トリニティセブンRPG」体験会
場所

定員

■1回あたり正味15分 (着脱時間を含む)
■参加方法：参加自由、先着順（希望者多数
の場合は整理券を配布いたします。
）
■その他：食事中および剣術ワークショップ
の時間中はクローズします。

主催：KADOKAWA ドラゴンブック編集部

定員

17：00～22：00

日
（金）

日
（金）

今宵、熱海に異世界が顕現！
現代ホラー RPG『 クラヤミクライン』の世
界を体験するイベントを開催します。 閉じ込
められた不気味な部屋で、突如始まる奇妙な
クイズ（？）大会。 参加者 1人 1人が狂気を秘
めるなか、クイズを乗り越え、真相を掴み、
生還することはできるのでしょうか。
必要なのは、知力・体力・時の運！
次の主人公は、あなたかもしれない!!
☆『クラヤミクライン』未経験でもお楽しみ
いただけます。

アーマー試着＆写真撮影

17：00～19：00

時間

時間
定員

17：30～18：30
19：30～21：30

1回につき 4名予定

ボードゲーム・ストリート話題作体験会

騎士道剣術ワークショップ

主催：グループ SNE
場所

東館3F 東雲

料金

500G

時間

17：00～22：00

定員

整理券は基本的に先着順で配布しますが、同時

に希望者が出た場合のみ抽選とさせていただきます。

時間

主催：キャッスル・ティンタジェル

20名（入る限り、随時入れ替え）

場所

本館2F 瑞雲（舞台）

料金

1,500G

ゲームで疲れた体を剣を振ってリフレッ
シュしませんか？
講師はアニメ映画「 ベルセルク」や、ゲー
ム「ダークソウル 2」などの剣術指導などを担
当したジェイ・ノイズです。
ドイツ剣術の祖リヒテナウアーが、謎めい
た詩の形で書き残した剣術の奥義。
そのうちのいくつかを学んで、楽しく剣を
振ってみよう。
剣を握れば、気分はもう騎士見習い！

定員

18：00～18：40
20：30～21：10

10名

■講師：ジェイ・ノイズほか
■参加方法：自由参加、先着順予約受付
■その他：手ぶらでご参加いただけます。

その他

その他

今年もボードゲームはアツイ！ 数多くの ・ふたつの街の物語
ボードゲームが出ている中で、ボードゲーム ・世界の七不思議
専門紹介書籍「ボードゲーム・ストリート」が ・ザ・マインド
厳選した名作、
話題作の数々を用意しました。 他
近年のボードゲーム事情を知りたいなら、参
加するしかない！？
■ゲスト：グループ SNEスタッフ
■その他：イベント参加のためには、イベン
ト会場（東雲）で販売している「SNEボード
・アグリコラ
ゲームフリーパス」
（500G）が必要です。
・テラフォーミングマーズ
・宝石の煌き
■参加方法：参加自由、先着順。
・ドミニオン

52

【その他】

２日（日）

２日（日）

テレビアニメ・劇場版アニメ化もされた大 ■参加方法：参加には整理券が必要です。
人気コミック「 トリニティセブン」が原作者 【整理券配布場所】
本館 2F瑞雲の「トリニティセブン RPG体験会」
の製作総指揮の下、2019年 TRPG化決定！
この新作 TRPGのテストバージョンの試遊会 を行っているテーブルそば（KADOKAWAのスタッ
フが配布）
を開催します。
魔導学園「 王立ビブリア学園」を舞台に繰 【整理券配布時間】
各日とも1回目のセッション開始 30分前（31日
り広げられる、7つの罪（ テーマ）の下に魔法
（金）17：00 ～）
を操る少年少女の物語を体験しよう！

１日
（土）

１日
（土）

グループ SNEが発売した近年のボードゲー ・SW2.0 ファンタスティックフライト
ムを楽しく遊ぼう！ というイベントです。ルー ・テストプレイなんてしてないよ
ルはSNEスタッフがレクチャーしますので、 他
この機会に気になったタイトルなどを遊んで
みてはいかが？ 発売前の新作も、もしかす ■ゲスト：グループ SNEスタッフ
ると遊べちゃうかも？
■その他：イベント参加のためには、イベン
ト会場（東雲）で販売している「SNEボード
・グリッズルド
ゲームフリーパス」
（500G）が必要です。
・シャドウレイダーズ
■参加方法：参加自由、先着順
・CVポケット
・ヘルヴィレッジ

※本作は「トリニティセブン」の知識の有無
にかかわらずお楽しみいただけます。

リザーブ

リザーブ
31

史上最大！異世界横断ウルトラクライン
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時間

主催：ゆるコンバットLARPヴァルホル
場所

地下駐車場

料金

3時間制500円（1回10分程度）

地下駐車場

料金

定員

時間

主催：ゆるコンバットLARPヴァルホル
場所

500G

同時5～10名

（17時以降受付の方は1時間単位で翌日繰越）

18：00～20：00

定員

同時2名

場所

本館屋上

料金

54

定員

1,000G

ハイマニューバ傭兵少女 TRPG
「黒絢のアヴァンドナー」
（金）
（土）5名卓
そして2018年新作
「銀剣のステラナイツ」
（日）4名卓
上記 2システムの公式卓です！
アヴァンドナーではメカ娘となり、様々な
依頼やミッションに挑みます。
ステラナイツでは、しんどい尊い関係性を
とことん濃厚に楽しみながら、願いを賭けた
決闘、ステラバトルに挑んでいただきます！

18：00～21：00

本館2F 瑞雲（イベントスペース）

料金

1,000G

公式セッションでは初めてとなるパラノイ
ア TRPGセッション会です！
余すことなくパラノイアをプレイ予定です
ので、どうぞお見逃しなく！
完璧で幸福なる市民の御参加を心よりお待
ちしております！

『歯車の塔の探空士』作者GMセッション

■ゲスト：カナイセイジ、三遊亭楽天、成田
佳恵

場所

本館2F 瑞雲（イベントスペース）

料金

1,000G

六畳間幻想空間の同人 TRPG『 歯車の塔の
探空士』を、作者のLord_Phantasm自らが
マスタリング。
システムの生みの親とともにスチームパン
クな空の旅を楽しみませんか？
当日は卓を囲みながら、制作秘話や同人制
作のアレコレを聞けるかもしれませんよ。

時間

定員

時間

31

18：00～24：00

5名

■予定スケジュール
金曜日：18：00～24：00
≫【トラブルシューターズ】
土曜日：17：00～23：00
≫【トラブルシューターズ】
■参加方法：事前予約
（空きがあれば当日受付）

主催：六畳間幻想空間

なし（見学自由）

4～5名

■ GM：瀧里フユ（どらこにあん）
■黒絢のアヴァンドナー
最高速のアクション TRPGをここに！
機械の身体持つ傭兵となって、灰色の荒野
を駆け抜けよう！
■銀剣のステラナイツ
ガチロールプレイ勢よ集え！
最高の物語で卓を沸かせるのはあなただ！
■参加方法：事前予約
（空きがあれば当日受付）

パラノイア TRPG：公式セッション
場所

定員

18：00～24：00

定員

5名

■飛空艇、キャラクターともにメイキングを
行う予定です。
■セッションの演出としてBGMを使用する
予定です。
■参加方法：事前予約
（空きがあれば当日受付）
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その他

その他

TRPGフェス会場「 ホテル大野屋」屋上より
ニコニコ生放送！ 熱海の夕暮れ風景をバッ
クに最新版『 ダンジョンズ＆ドラゴンズ』の
プレイ風景を生配信します。
プレイヤーには豪華ゲストを迎えTRPGフェ
スならではのサプライズ満載のシナリオでお
送りします。 はたしてPCたちは生き延びるこ
とができるのか……!? ダンジョンマスター
はホビージャパン D&D公式配信でおなじみ
のテーブルトークカフェ Daydream店長岡
田篤宏です。

無料

時間

料金

18：00～22：00

２日（日）

２日（日）

複数試験をくぐり抜けたツワモノにはラン
ク認定の証の品を贈呈します。
会場に数多くいる冒険者の中でも、ひとき
わ輝く存在になれること、間違いなしです。
レンタル品がありますので手ぶらで参加可
能です。

主催：テーブルトークカフェ Daydream 協力：ホビージャパン

本館2F 瑞雲（イベントスペース）

協力：ニューゲームズオーダー 本セッションUV：
「mistel」店主：三池

（ 冒険者訓練所との混雑の兼ね合いでお待ち
いただく可能性があります）

ホテル大野屋屋上セッション ニコニコ生放送

場所

時間

１日
（土）

１日
（土）

冒険者訓練所で各コースに慣れた人向けに
ファイターズランク試験をご用意しました。
こちらも1回 10分程度。

主催：どらこにあん

●近接コース
剣、槍、盾といったソフト武器を使った演技
戦闘を体験できます。 レンタル有。
演技戦闘はLARPゲームで採用される戦闘方
法で、有効範囲や強さが限定され、怪我のな
いようにチャンバラをしてゲームを楽しめま
す。
●弾弓体験コース
矢ではなく球状のものを飛ばす弾弓を体験で
きるコースです。

ファイターズランク試験

黒絢のアヴァンドナー＆銀剣のステラナイツ

日
（金）

日
（金）

新人冒険者気分で空いた時間に手ぶらで立
ち寄り、気軽に戦闘訓練してみませんか？
時間内であれば何度でも訓練に参加が可能
です（休憩をはさみます）
。
近接コースと弾弓コースをご用意。
時間内であれば自由に選択可能です。
（ 初回は同意書記入と説明がありますので、
もう少しお時間がかかります）
希望者にはゴーグルも貸出します。
無料で見学も可能ですのでお気軽にどうぞ。

18：00～20：00

リザーブ

リザーブ
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冒険者訓練所

主催：ゲームバー グリュック
場所

本館1F セブンスポット

料金

500G ～

ゲームをイメージしたオリジナルカクテル
や、
ミード
（蜂蜜酒）
などをご用意しております。
昨年好評だった、2D6の出目の結果で作る
ランダムな味のカクテルもございます。 挑戦
してみてください。
酒場に来た冒険者気分になって楽しみましょ
う！

時間

18：00～27：00

なし（入る限り）

定員

場所

本館1F セブンスポット

料金

500G ～

18：00～27：00

個室（受付は東館3F 東雲）

料金

1グループ 3,000G

定員

2グループ

グループ SNEから発売される新作脱出ゲー ■ゲスト：河野裕ほか
ム『ESCALOGUE アリスと謎とくらやみの物 ■その他：参加にはLINEを使用できる携帯端末があ
語』を体験していただけます。TRPGフェスティ ると便利です。 同じ卓で参加するプレイヤーには、
LINEで同じトークルームに入って情報を共有できます。
バルで友達と、家族と、その場で出会った人
また、ネタバレは禁止とさせて頂きます。
たちと、ちょっとミステリアスな脱出ゲーム ■参加方法：チケット1枚で、体験卓1卓を貸し
を遊んでみませんか？ イベント終了後には、 切る形になります。1卓には 2～6名までご参加い
このイベントに深く関わる「 お土産」をお渡 ただけますので、お友達をお誘いの上ご参加くだ
さい。 推奨は 3～4名です。 使用した製品は、チ
しさせていただきます。
本イベントは『ESCALOGUE アリスと謎 ケット購入者に差し上げます。
参加希望者多数の場合、チケット購入権の抽選と
とくらやみの物語』のネタバレを含んでいます。
させていただきます。

【プラモブロック】でキャラ駒をつくろう！ 時間

19：00～21：00

【ユーザー企画】 主催：けいでー 協力：P.B.Builders

なし（入る限り）

定員

※ゲームの持ち込み可能。
※テーブルでゲームをプレイする場合、最初
に 1ドリンクご注文をお願いします。
※軽食の持ち込み可能。
※飲み物の持ち込みは不可。

場所

本館2F 梅

料金

1,000G

一辺の長さ最小 2.5mmの超ミニブロック
【プラモブロック】を使って、自分だけのキャ
ラクター駒を作ろう！
最初に軽く工具の使い方から始まり、その
後組立説明書を見ながら高さ30mm程度の
キャラクター駒を作っていく形になります。

定員

5名（見学は自由です）

※プラモブロック ®は合同会社フィールドワ
ンの登録商標です。
■ニッパー・ピンセット等の工具はレンタル
有り〼。 どうぞ手ぶらでお越しください。
■参加方法：参加自由、先着順

時間

主催：アークライト
場所

本館1F 麻雀ルーム

料金

1,000G（初回登録時）

勇者のみ入室可能。 初回入室時に勇者登
録（1,000Gかかります）していただき、その
後の入出は自由です。
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定員

シナリオバイキング

時間

主催：冒険企画局

最大25名程度

体験卓は亭内通貨が必要となりますが、そ
れ以外に空いている卓はフリーでお使いいた
だけます。
有料体験卓では亭内通貨を獲得することも
可能 ! 稼いだ通貨で景品を手に入れよう。
■有料体験卓（3D：1ドリンク付き）
：
「クアッ
クサルバー」
「テラフォーミング・マーズ（拡
張込）」
「ゾンビサイド」
「サイズ -大鎌戦役 （
- 拡
張込）」
「ブルームサービス」
「レッドドラゴン・
イン3」など。

場所

本館2F 竹

料金

冒険企画局製作のTRPGシステム各種のシ
ナリオ配布です。 新旧さまざまなシナリオを
ご用意しております。
持ち帰って仲間と遊ぶのもよし、TRPGフェ
スの空いた時間で遊ぶのもよし。どんどんゲッ
トしてください。

無料

19：00～22：00

定員

なし

■参加方法：参加自由。TRPGに関するアン
ケートに記入していただきます。

その他

その他

勇者となり、激戦の疲れを癒そう！軽くお
酒をひっかけながら、ボードゲームを楽しめ
るコーナーです。
登録時にお渡しする
「勇者の証(入場パス)」
と赤竜亭内の通貨（D）で、エールやミードな
どの飲料、
ちょっとしたおつまみも買えます（持
込不可）
。

18：00～27：00

２日（日）

２日（日）

組み立てに使うブロックも余裕を持って封
入されているので、アレンジも自由自在！

赤竜亭
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１日
（土）

１日
（土）

ご好評頂いているクトゥルフカクテル、オ
リジナルのビールやミード（ 蜂蜜酒）をご用
意しております。
当店看板の彩色済み
『クトゥルフウォーズ』
を持っていきますので、
是非遊んでみてください。

時間

場所

日
（金）

日
（金）
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主催：アインプロージット

19：00～22：00

主催：グループ SNE

※ゲームの持ち込み可能。
※テーブルでゲームをプレイする場合、最初
に 1ドリンクご注文をお願いします。
※軽食の持ち込み可能。
※飲み物の持ち込みは不可。

冒険者の酒場 アインプロージット

新作脱出ボードゲームを誰よりも早く遊ぶ会 時間

リザーブ

リザーブ

冒険者の酒場 ゲームバー グリュック
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主催：グループ SNE
場所

東館3F 東雲

無料

料金

時間

19：00～23：00

定員

50名（入る限り）

8月初頭に開催された「GENCON2018」 ■ゲスト：安田均ほか
に安田均が突撃！ 現地の様子をスライド ■参加方法：参加自由
ショーを交えながら、お伝えします。 安田均
が近年のRPG事情、ボードゲーム事情に鋭く
斬りこむ！
オールドスクールRPGを語るコーナーでは、
その場でちょっとした体験もあるかも？

東館2F シーサイド1

料金

8,000G

没入感たっぷり遊び尽くす3時間以上の冒
険シナリオは、ベーテ・有理・黒崎先生の新
作書き下ろし!
お馴染みラクシアの冒険者となって、五感
をフルに活かす冒険の扉を開け!
君の選択 1つ1つが、運命の歯車のように
無限の物語を紡ぎ出す──。

料金

無料

PC6名、NPC4名

19：00～24：00

3卓×3名 1卓×5名

■ゲスト：朱鷺田祐介
■参加方法：当日抽選
■その他：スタッフ卓は 500G、
ゲスト卓は1,000Gの予定です。
■詳細はTwitterの『幻界堂』アカウントで、
随時発信して行きます。
https：//twitter.com/genkai_do
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ブラッスリー・ファンタジア（常時提供カフェ）時間

定員

場所

本館2F 末広

料金

200G ～

19：00～26：00

40名程度

定員

35名（イートインの場合）

各種ゲームやイベント参加でお疲れの方の ■営業時間は上記にて運営予定ですが、途中
オアシスとしてファンタジックなスイーツや 食材補充・会場清掃等で休止する時間がござ
ライトミール、ドリンク等を200Gからご提供。 います（入口案内板をご参照下さい）
。
■現金・G両方対応可能です（Gの場合は釣り
突然いい香りがしたら、新メニュー販売開 銭がでます）
。
始のお知らせかも？
■ドリンクは常時提供予定ですが、食品につ
香りにつられてお越し頂いてももちろん いてはなくなり次第終了の場合があります。
OK! ぜひお気軽にお越し下さい！
■参加方法：入退場自由。 定員は、イートイ
ンの場合。 テイクアウトは制限なし。

集団戦闘訓練
（ミニゆるLARP）
主催：ゆるコンバットLARPヴァルホル
場所

地下駐車場

料金

1,000G

剣と魔法の世界が今年もTRPGフェスに！
普段はサバイバルゲームフィールドにて
50人以上が参加する集団戦闘のミニ版が遊
べます。
1対 1とは一味違う、スリルと楽しさを体
験してみませんか？
近接武器、弾弓、魔法を選択できます。
魔法は詠唱をした後ゴムボールを投げます。

時間
定員

20：00～21：00

12名

武器、ゴーグルのレンタルがございます。
同意書記入、説明、準備運動、練習の時間を
含んでおります。
集団戦闘訓練中は、冒険者訓練所およびファ
イターズランク試験は開催しておりませんので、
ご注意ください。
こちらも見学可能ですのでお気軽にどうぞ。
（無料）
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その他

その他

「ふらっとTRPGコーナー」は、空いた時間に ■予定ゲーム：
気軽にTRPGセッションを楽しめるコーナー 『クトゥルフ神話TRPG（1/10クトゥルフ）』
です。
『The Fifteen』
『 のびのびTRPG スチームパ
30分から180分程度で終わる、さまざまな ンク（ 体験プレイ）』
『 のびのびTRPG ザ・ホ
ゲームやシナリオをご用意してお待ちしてい ラー』
『 神我狩』
『 インセイン』
『 シノビガミ』
ますので、イベントの合間の時間や遊んだ事 『ピーカーブー』
『ブラッドムーン』
『マギカロ
のないゲームの体験のためなどに、気楽にの ギア』など
ぞいてみてください！
※その時何が遊べるかは当日受付でご確認く
ださい。
※手ぶらでご参加いただけます。
※瑞雲イベントスペース全体の管理も、基本
的にこのコーナーで行なっています。
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定員

２日（日）

２日（日）

本館2F 瑞雲（イベントスペース）

500G ～1,000G

主催：コストマリー事務局 協力：ペンギーノキッチン

定員

時間

主催：アークライト 協力：Analog Game Eventers
場所

19：00～24：00

■ゲスト：ベーテ・有理・黒崎氏、笠 竜海氏
■装備品：手ぶらでご参加いただけます。
※装備品の持ち込み歓迎。
※ゲーム前安全チェック有。
■ LARPルール：SW2.0LARP
■戦闘ルール：フルコンタクトバトル
■参加方法：事前予約＆整理券配布

ふらっとTRPGコーナー

料金

１日
（土）

１日
（土）

SW2.0の世界を、LARPで遊ぼう!

東館2F シーサイド2

19：00～25：00

日
（金）

場所

時間

場所

ゲストに開発者の朱鷺田祐介先生を招き、
変化する『 深淵』ワールドの魅力や、新ルー
ル等に関するショートトークショーをして頂
きます。
その後各卓に分かれ、開発中の第 3版を使っ
たセッションを体験していただく予定です。

日
（金）
主催：体験型 LARP普及団体 CLOSS 協力：グループ SNE

時間

現 在 開 発 中の『 深 淵』第 3版が 遊べ る、
TRPGセッションイベントです。
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冒険LARP From SW2.0LARP

深夜の深淵コン
【ユーザー企画】 主催：幻界堂

リザーブ

リザーブ

GENCON報告トークショー＆オールドスクールRPGを語る会

主催：オラクルナイツ
場所

高砂館3F 入船

料金

3,000G

20：00～23：00

熱海でも怖い話をしませんか 2018
主催：グループ SNE

定員

100名

■あらすじ：平和の続くロードス島に・英雄戦争・

の幕が上がる。かつての英雄が激突する戦乱の中、
ロードスの未来のために尽力する若者たちの姿が
あった。 彼らが導く物語の結末とは──。

■出演（NPC）
：森輝弥、前枝野乃加、渡邊隆義、
嶋田真、橋本顕、池永英介、榎ちひろ、垣雅之、
手島沙樹、村田志織、はぎのりな
■参加方法：参加自由、先着順
※タイムスケジュールには受付時間も含まれてい
ます。 開始30分後に実際のプレイ開始となりま

場所

東館3F 東雲

無料

料金

熱海では第 2回となる、深夜の参加型怖い
話トークショーを開催いたします。
ホラー系 TRPG、ボードゲームの裏話など
しつつ、いつものように参加者の皆様の恐～
い話を語っていただきます。 シークレットゲ
ストも飛び入りするかも？
熱帯夜を涼しく過ごしたい、と思われる方、
単に怖い話が好きな方など、ふるってご参加
くださいませ。

時間

23：00～24：30

50名（入る限り）

定員

■ゲスト：友野詳ほか
■参加方法：参加自由
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日
（金）

日
（金）

俳優と参加者が役割を演じ、一緒に物語を
紡いでいく新感覚の体験型アトラクション公
演「WAR→ P ！」が、TRPGフェスで「ロード
ス島戦記」とコラボ公演を実現！
パーンやディードリットなど、人気キャラ
クターもNPCとして登場。 フェスの開会式
でオープニングを上演し、参加者の皆さまは
PCとして「 ロードス島戦記」の世界を冒険し
ていただけます。

時間

リザーブ

リザーブ
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WAR→P！ to ロードス島戦記 灰色の魔女

すので、それまでに受付を済ませておいてください。

『サムライブレイドTRPG』ドレコパーティ
【ユーザー企画】 主催：ドレコパーティ実行委員会 協力：ロール＆ロール公認GMコンベンション実行委員会
場所

本館2F 吉祥⑤

料金

1,000G

ルルイエの館（本館2F 吉祥①）

料金

500G

※別会場の「ふらっとTRPGコーナー」では 1
時間で終わる『クトゥルフ神話 TRPG』体験
会を用意しています。
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20名（5卓×4名）

時間

20：30～23：30

定員

場所

本館2F 瑞雲

無料

料金

お題に従いダイスを振り、良い目がでたら
高得点！ 合計点が一定基準を超えた方には
認定証をプレゼント！(先着 100名 )
ただ単に出目を比べ合うだけの競技でも、
『 出目勝負』と聞けば血が騒いでしまうのが
TRPGゲーマーだ！
TRPGフェスティバルの初日、当イベント
でフェス中のダイス運を占っていきませんか？

■ゲスト：内山靖二郎、瀬戸エイジ、立花圭
一、小泉勇斗／アーカム・メンバーズ、黒瀬
仁、犬憑ケンヂほか
■参加方法：事前予約＆参加抽選券を「ルル
イエの館」にて配布。 事前予約可。

高砂館3F 入船

■主催サークルブログ
http：//live-rpg.blog.jp/
■主催サークル Twitter
@LiverpgAiti
時間

24：00～26：00

料金 フリマ出店：2,000G、入場無料 定員
（スペース・レンタルランタン込）

深夜、暗闇の中で行うフリーマーケット。
短時間開催ですが、販売だけではない「 人
間の五感を感じる」魔訶不思議な場がを出現
します。
ランタンのゆらめきの光と共にお楽しみく
ださい。
ゆらめきの水面の中へ、どうぞ足をお運び
ください。
※出店は事前登録制。 当日空きスペースが
ある場合は会場前にて受付。

なし（認定証は100枚まで）

高段位の方には、記念品として缶バッジの
贈呈も予定。 詳細は当日イベント内の告知
をご確認ください。

ゆらめく水面の星市場
（参加型フリマ）
場所

定員

段位を取得された方のハンドルネームは、
主催サークルブログで公開予定です。

主催：コストマリー事務局 共催：リンクル

8～12名

23：30～24：20

出店ブース：10ブース前後

■一般参加の方は開催時間中、入退場自由で
お入り頂けます。 開始時間は 24時頃を予定
していますが、搬入準備状況により前後する
場合がございます。
■販売に関しては、購入者・出店者間にてや
りとりをお願いします。
■会場内は暗くなっておりますので、貴重品
等の管理は厳重にお願いします（盗難等あっ
た場合の責任は負いかねます）
。
■参加方法：入退場自由
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その他

その他

探索者の創造からプレイ終了まで3時間以
内のショート・セッション（ プレイ時間は実
質 2時間）
。 現代日本や1920年代アメリカ
など『 クトゥルフ神話 TRPG』を始めたばかり
という人に最適なセッションです。

定員

時間

２日（日）

２日（日）

主催：アークライト 協力：アーカム・メンバーズ、KADOKAWA

ダイス運段位認定試験 in TRPGフェス2018
【ユーザー企画】 主催：LIVERPGをやってる奴ら
（らいぶら）

■ゲスト：倉樫澄人
■ドレコとは？：簡易なドレスコードの意味
で当イベントでは仮装での参加ができます。
参加者は『サムライブレイド TRPG』のキャ
ラクターやエネミーをイメージした格好でゲー
ムを楽しむイベントとなります。
プレイヤーも衣装を着てキャラクターにな
りきってTRPGを遊んでみませんか？
■参加方法：参加自由、先着順

『クトゥルフ神話 TRPG』ショートセッション
場所

20：00～25：00

１日
（土）

１日
（土）

今年5月に冒険企画局より発売されました『サ
ムライブレイドTRPG』
のイベントとなります。
『 サムライブレイド TRPG』は現代のサムラ
イたちの物語。 己の魂の力を覚醒させた魂魄
士が“ 武霊刀”と“ 華札”を駆使し、凶悪な逢
魔と戦うゲームとなります。
今回は「 ドレコパーティ」ということで、
TRPGと一緒に仮装も楽しめるイベントとし
てご用意し、お待ちしております。
ぜひご参加ください！

時間

場所

本館2F 梅

料金

TRPGで遊ぶとき、いろんなことを悩んで
いませんか？
・GM ってやるのが怖そう。
・シナリオってどうつくるの？
・プレイヤーが予想外の行動をとったら……
他にもいろんな悩みを抱えている人もいる
と思います。 みんなで一緒にどうやったらよ
り楽しくGMをできるか話しましょう。

無料

24：00～26：00

深夜のサバト──探索者お断り！
主催：アークライト 協力：アーカム・メンバーズ、KADOKAWA

定員

なし（入る限り）

GMはひとそれぞれのやり方があります。
一人で悩まず、情報を共有したいという想
いのユーザ企画です。 プロとは違う目線で進
めようと思います。
■その他：筆記用具やダイスなどは必要あり
ません。 手ぶらでご参加いただけます。
■参加方法：参加自由、先着順
※事前質問絶賛募集中です。

サイトウケンジ×齋藤高吉 Ｗサイトウトークショー 時間

場所

ルルイエの館（本館2F 吉祥①）

無料

料金

深夜のルルイエの館では、カルティストに
よる深夜のサバトを開催する！ なに？ 探索
者が紛れ込んだ？ カルティスト諸君安心し
たまえ、探索者を燻り出すなど簡単だ。 方法
は……お楽しみ！ 『 クトゥルフ神話 TRPG』
をベースとしたゲームの世界に、内山靖二郎
がご案内します。

時間

24：30～28：00ごろ

定員

12人（入れ替えあり）

■参加方法：参加自由、
「ルルイエの館」にて
参加抽選券を 24：00から配布。
■ゲスト：内山靖二郎、小泉勇斗／アーカム・
メンバーズ
※この時間帯、「ルルイエの館」ではほかの
体験会やセッションはありません。
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日
（金）

日
（金）
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時間

リザーブ

リザーブ

みんなで話そう
「GM論」
【ユーザー企画】 主催 ： 神楽伸

※途中から参加したり、途中で抜けることも
できます。

24：15～25：30

主催：KADOKAWA ドラゴンブック編集部 協力：冒険企画局
場所

本館2F 竹

料金

料金

無料

時間

２日（日）

２日（日）

主催：F.E.A.R. 協力：KADOKAWA、新紀元社

本館2F 吉祥②

50名（入る限り）

■ゲスト：サイトウケンジ、齋藤高吉（冒険
企画局）
さらに乱入ゲストもあり？
■参加方法：参加自由

F.E.A.R.深夜のトークショー Part1
場所

定員

１日
（土）

１日
（土）

謎の新作『 トリニティセブン RPG』を引っ
提げてTRPG業界に 挑む 作家・ サイトウケ
ンジが、冒険企画局の特攻隊長・齋藤高吉
にTRPGにまつわる アレコレを 突撃インタ
ビュー！
TRPGの制作上のテクニックからここでし
か言えない業界裏話まで、TRPGフェスだか
ら聞ける裏の裏まで突っ込みます！
トリニティセブンファン、齋藤高吉ファン
はもちろん、TRPGを作りたい人、TRPG業
界に興味がある人も必聴のトークショーです！

無料

24：30～25：30

定員

なし（入る限り）

和室（土足厳禁）のイベント会場
以下の会場は和室であるため、土足は禁止になります。 また、着席が必要な場合でも椅子
はご利用できません。 参加時の服装の参考にしてください。
梅

62

竹

松

寿福

入船

63

その他

その他

ＴＲＰＧデザイナーとユーザーの皆さんが、 ■ゲスト：菊池たけし、久保田悠羅、鈴吹太
近い距離でここでしかできない話をするイベ 郎、ほか
ント。 菊池たけしと久保田悠羅の作品を中心 ■参加方法：参加自由、先着順
にお届けします。気楽にのぞいて見てください。

【ユーザー企画】 主催：けいでー 協力：P.B.Builders
場所

1日土
三遊亭楽天のTRPG落語
本館1F ヒサゴ

無料

料金

09：00～09：30

13：00～13：30

11：00～11：30

15：00～15：30

定員

30名（入る限り）

■参加方法：参加自由、先着順

3Dプリンタで戦士のコマを作ってみよう！
【ユーザー企画】 主催：石膏粉末工房 協力：株式会社マイクロボード・テクノロジー、一般社団法人3Dデータを活用する会・3D-GAN
場所

東館3F 東雲

料金

1,500G（見学は無料）

時間

09：00～11：00
24：00～26：00

定員

3名（見学は入室可能な限り）
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最初に軽く工具の使い方から始まり、その
後組立説明書を見ながら高さ30mm程度の
キャラクター駒を作っていく形になります。

5名（見学は自由です）

※プラモブロック ®は合同会社フィールドワ
ンの登録商標です。
■ニッパー・ピンセット等の工具はレンタル
有り〼。 どうぞ手ぶらでお越しください。
■参加方法：参加自由、先着順
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組み立てに使うブロックも余裕を持って封
入されているので、アレンジも自由自在！

まるごとLARP体験会 現代伝奇LARP
主催：リンクル 協力：LARPイベント団体アビソミニア
場所

東館2F シーサイド1

料金

3,000G

『 真夏の陽炎、現実と幻想とが入り混じる平
成最後の夏の怪異退治にようこそ』
LARP団体アビソミニアがお送りするのは『現
代伝奇 LARP』です。 いつもの服で武器（レン
タル有）や特殊能力を扱い、現代社会に潜む
怪異事件を追います。
戦闘はアビソミニアオリジナルルール『 ソ
ムニティア』を使用。 カード判定式で運動神
経は一切不問、呪文詠唱もロマン剣技も再現
し放題。探索もバトルもお楽しみいただけます。

時間

09：00～12：00

10名

定員

■運営団体：LARPイベント団体アビソミニ
ア
■参加スタッフ：うか、ちま、ねこのうるめ
■シ ス テ ム： タ ー ン制リ ア ク シ ョ ン戦闘
LARPルール
『SOMNITER – ソムニティア』
■その他：手ぶらでご参加いただけます。
■参加方法：事前申込制

第2回ロール＆ロール公認GMコンベンション 時間

09：00～15：00

【ユーザー企画】 主催：ロール＆ロール公認GMコンベンション実行委員会 協力：アークライト、オニオンワークス、復興コン実行委員会
場所

東館2F シーサイド2

料金

500G

2004年～ 2007年に開催された、R&R公
認 GMオーディション。
その合格者達の中には、今やゲームデザイ
ナーや、有名なGMとして活躍しています。
そんな有志達が力と技を結集し、TRPGフェ
スティバルを盛り上げるべく、ふたたび熱海
に集まった！
今年は各 GMに課題として、シナリオテー
マを与えています。 さて、参加者の皆様はわ
かるかな？
ぜひ、遊びにいらしてください。

定員

35名

■予定タイトル（変更する場合があります）
：
『サムライブレイド TRPG』
『ソード ･ワールド2.5』
『ガーデンオーダー』
『ダブルクロス3rd』
『聖珠伝説パールシード』
『メタリックガーディアン RPG』
『デモンパラサイト』
■ゲスト：倉樫澄人、たまねぎ須永、降霜、是通、神楽
伸、イマゼ鬼、同田貫
■その他：各卓毎にMVPにはプレゼントをご用意して
います。
■参加方法：整理券配布を 8：50から、東館2Fシーサ
イド2前廊下にて先着順に配布します。
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その他

その他

パソコンでキャラクターのデータを作成し、 ■参加方法：参加自由、先着順
それを3Dプリンタで出力するという一連の
流れを体験する講座です。 但し、今回は時間
の都合上、予めこちらで用意したパーツの中
から武器や防具などを選ぶ方式とします。
武器の種類などの詳細情報は右のQRコー
ドから参照できるブログの記事を御覧下さい。
作成したデータを持ち帰るために、5MB以
上の空き容量があるUSBメモリを御用意して
おくことをお奨めします。

一辺の長さ最小 2.5mmの超ミニブロック
【プラモブロック】を使って、自分だけのキャ
ラクター駒を作ろう！

定員

２日
（日）

２日
（日）

古典落語演目：
『死神』、『 もう半分』など怪談
噺を中心とした夏の演目をご用意しております。
TRPG落語演目：
『ドラゴンほめ』、『インス
マウス長屋』などTRPGをモチーフとした落
語をご用意しております。 演じる演目を張
り出しますので、ご確認の上お越し下さい。
Twitterでも告知を行います。

1,000G

１日
（土）

１日
（土）

五代目圓楽一門会の二ツ目・三遊亭楽天に
よる古典落語とTRPGをモチーフとした新作
落語をお楽しみ戴きます。

F e s t iv

時間

主催：三遊亭楽天事務所
場所

l2

G

a

P

料金

09：00～11：00

日
（金）

TR

日
（金）
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018

開催イベント

本館2F 梅

時間

リザーブ

リザーブ

【プラモブロック】でキャラ駒をつくろう！

時間

主催：アークライト 協力：Analog Game Eventers
場所

本館2F 瑞雲（イベントスペース）

無料

料金

09：00～24：00
※食事休憩有

定員

40名程度

WAR→P！ to ロードス島戦記 灰色の魔女
主催：オラクルナイツ
場所

高砂館3F 入船

3,000G

料金

俳優と参加者が役割を演じ、一緒に物語を
紡いでいく新感覚の体験型アトラクション公
演「WAR→ P ！」が、TRPGフェスで「ロード
ス島戦記」とコラボ公演を実現！
パーンやディードリットなど、人気キャラ
クターもNPCとして登場。 フェスの開会式
でオープニングを上演し、参加者の皆さまは
PCとして「 ロードス島戦記」の世界を冒険し
ていただけます。

ブラッスリー・ファンタジア（常時提供カフェ）時間

冒険者訓練所

09：00～26：00

主催：コストマリー事務局 協力：ペンギーノキッチン
場所

本館2F 末広

料金

200G ～

定員

場所

地下駐車場

料金

お題に従いダイスを振り、良い目がでたら
高得点！ 合計点が一定基準を超えた方には
認定証をプレゼント！(先着 100名 )

公式セッションや明日のドラゴン様討伐の
景気付けに、ぜひ挑戦を！
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定員

手島沙樹、村田志織、はぎのりな
■参加方法：参加自由、先着順

※タイムスケジュールには受付時間も含まれてい
ます。 開始30分後に実際のプレイ開始となりま

13：00～14：10

段位を取得された方のハンドルネームは、
主催サークルブログで公開予定です。
高段位の方には、記念品として缶バッジの
贈呈も予定。 詳細は当日イベント内の告知
をご確認ください。
■主催サークルブログ：
http：//live-rpg.blog.jp/
■主催サークル Twitter：
@LiverpgAiti

場所

地下駐車場

料金

定員

同時5～10名

（17時以降受付の方は1時間単位で翌日繰越）

時間

500G

冒険者訓練所で各コースに慣れた人向けに
ファイターズランク試験をご用意しました。
こちらも1回 10分程度。

17：00～19：00

14：00～16：00

●近接コース
剣、槍、盾といったソフト武器を使った演
技戦闘を体験できます。 レンタル有。
演技戦闘はLARPゲームで採用される戦闘
方法で、有効範囲や強さが限定され、怪我の
ないようにチャンバラをしてゲームを楽しめ
ます。
●弾弓体験コース
矢ではなく球状のものを飛ばす弾弓を体験
できるコースです。

主催：ゆるコンバットLARPヴァルホル

なし（認定証は100枚まで）

10：00～12：00
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定員

10：00～12：00

17：00～19：00

14：00～16：00

同時2名

（ 冒険者訓練所との混雑の兼ね合いでお待ち
いただく可能性があります）

その他

その他

ただ単に出目を比べ合うだけの競技でも、
『 出目勝負』と聞けば血が騒いでしまうのが
TRPGゲーマーだ！

無料

嶋田真、橋本顕、池永英介、榎ちひろ、垣雅之、

２日
（日）

２日
（日）

料金

■出演（NPC）
：森輝弥、前枝野乃加、渡邊隆義、

１日
（土）

１日
（土）

ファイターズランク試験

本館2F 瑞雲

あった。 彼らが導く物語の結末とは──。

3時間制500円（1回10分程度）

ダイス運段位認定試験 in TRPGフェス2018
場所

ロードスの未来のために尽力する若者たちの姿が

時間

新人冒険者気分で空いた時間に手ぶらで立
ち寄り、気軽に戦闘訓練してみませんか？
時間内であれば何度でも訓練に参加が可能
です（休憩をはさみます）。
近接コースと弾弓コースをご用意。
時間内であれば自由に選択可能です。
（ 初回は同意書記入と説明がありますので、
もう少しお時間がかかります）
希望者にはゴーグルも貸出します。
無料で見学も可能ですのでお気軽にどうぞ。

時間

の幕が上がる。かつての英雄が激突する戦乱の中、

すので、それまでに受付を済ませておいてください。

各種ゲームやイベント参加でお疲れの方の ■営業時間は上記にて運営予定ですが、途中
オアシスとしてファンタジックなスイーツや 食材補充・会場清掃等で休止する時間がござ
ライトミール、
ドリンク等を200Gからご提供。 います（入口案内板をご参照下さい）。
■ドリンクは常時提供予定ですが、食品につ
突然いい香りがしたら、新メニュー販売開 いてはなくなり次第終了の場合があります。
始のお知らせかも？
■参加方法：入退場自由
香りにつられてお越し頂いてももちろん
OK! ぜひお気軽にお越し下さい！

【ユーザー企画】 主催：LIVERPGをやってる奴ら
（らいぶら）

100名

定員

■あらすじ：平和の続くロードス島に・英雄戦争・

主催：ゆるコンバットLARPヴァルホル

35名（イートインの場合）

20：00～23：00

14：30～17：30

日
（金）

日
（金）

「ふらっとTRPGコーナー」は、空いた時間に ■予定ゲーム：
気軽にTRPGセッションを楽しめるコーナー 『クトゥルフ神話TRPG（1/10クトゥルフ）』
です。
『The Fifteen』
『 のびのびTRPG スチームパ
30分から180分程度で終わる、さまざまな ンク（ 体験プレイ）』
『 のびのびTRPG ザ・ホ
ゲームやシナリオをご用意してお待ちしてい ラー』
『 神我狩』
『 インセイン』
『 シノビガミ』
ますので、イベントの合間の時間や遊んだ事 『ピーカーブー』
『ブラッドムーン』
『マギカロ
のないゲームの体験のためなどに、気楽にの ギア』など
ぞいてみてください！
※その時何が遊べるかは当日受付でご確認く
ださい
※手ぶらでご参加いただけます。
※瑞雲イベントスペース全体の管理も、基本
的にこのコーナーで行なっています

09：30～12：30

時間

リザーブ

リザーブ
31

ふらっとTRPGコーナー

複数試験をくぐり抜けたツワモノにはラン
ク認定の証の品を贈呈します。
会場に数多くいる冒険者の中でも、ひとき
わ輝く存在になれること、間違いなしです。
レンタル品がありますので手ぶらで参加可
能です。
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主催：冒険企画局

本館2F 竹

場所

無料

料金

主催：KADOKAWA ドラゴンブック編集部

40名

定員

時間

無料

料金

主催：どらこにあん

■ゲスト（黒幕）
：芥邉雨龍
■その他：筆記用具やダイスなどは必要あり
ません。 手ぶらでご参加いただけます。
またゲーム終了後、参加者を対象に、冒険
企画局によるシステムの様々なシナリオを御
自由にお持ち帰りいただく『 シナリオバイキ
ング』を開催いたします。
■参加方法：参加自由。Twitterアカウント
お持ちの方は、ハッシュタグをつけてツイー
トをお願いします。

新作
「トリニティセブンRPG」体験会
本館2F 瑞雲（イベントスペース）

黒絢のアヴァンドナー＆銀剣のステラナイツ

10：00～12：00
22：00～24：00

10：00～12：00

15：00～17：00

13：00～15：00
定員

1回につき 4名予定

整理券は基本的に先着順で配布しますが、同時

に希望者が出た場合のみ抽選とさせていただきます。

場所

個室（受付は東館3F 東雲）

料金

1グループ 3,000G

10：00～13：00

19：00～22：00

14：00～17：00
定員

ハイマニューバ傭兵少女 TRPG
「黒絢のアヴァンドナー」
（金土）5名卓
そして2018年新作
「銀剣のステラナイツ」
（日）4名卓
上記 2システムの公式卓です！
アヴァンドナーではメカ娘となり、様々な
依頼やミッションに挑みます。
ステラナイツでは、しんどい尊い関係性を
とことん濃厚に楽しみながら、願いを賭けた
決闘、ステラバトルに挑んでいただきます！

2グループ

■ゲスト：河野裕ほか
■その他：参加にはLINEを使用できる携帯端末が
あると便利です。同じ卓で参加するプレイヤーには、
LINEで同じトークルームに入って情報を共有でき
ます。 また、ネタバレは禁止とさせて頂きます。
■参加方法：チケット1枚で、体験卓1卓を貸し
切る形になります。1卓には 2～6名までご参加い
ただけますので、お友達をお誘いの上ご参加くだ
さい。 推奨は 3～4名です。 使用した製品は、チ
ケット購入者に差し上げます。
参加希望者多数の場合、チケット購入権の抽選
とさせていただきます。

東館3F 東雲

料金

4～5名

■ GM：瀧里フユ（どらこにあん）
■黒絢のアヴァンドナー
最高速のアクション TRPGをここに！
機械の身体持つ傭兵となって、灰色の荒野
を駆け抜けよう！
■銀剣のステラナイツ
ガチロールプレイ勢よ集え！
最高の物語で卓を沸かせるのはあなただ！
■参加方法：事前予約
（空きがあれば当日受付）

グループ SNEボードゲーム体験会
場所

定員

500G

時間

10：00～22：00

定員

20名（入る限り、随時入れ替え）

グループ SNEが発売した近年のボードゲー ・SW2.0 ファンタスティックフライト
ムを楽しく遊ぼう！ というイベントです。ルー ・テストプレイなんてしてないよ
ルはSNEスタッフがレクチャーしますので、 他
この機会に気になったタイトルなどを遊んで
みてはいかが？ 発売前の新作も、もしかす ■ゲスト：グループ SNEスタッフ
ると遊べちゃうかも？
■その他：イベント参加のためには、イベン
ト会場(東雲)で販売している
「SNEボードゲー
・グリッズルド
ムフリーパス」
（500G）が必要です。
・シャドウレイダーズ
■参加方法：参加自由、先着順
・CVポケット
・ヘルヴィレッジ

ボードゲーム・ストリート話題作体験会
主催：グループ SNE
場所

東館3F 東雲

料金

500G

時間
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10：00～22：00

定員

20名（入る限り、随時入れ替え）

今年もボードゲームはアツイ！ 数多くの ・ふたつの街の物語
ボードゲームが出ている中で、ボードゲーム ・世界の七不思議
専門紹介書籍「ボードゲーム・ストリート」が ・ザ・マインド
厳選した名作、話題作の数々を用意しました。 他
近年のボードゲーム事情を知りたいなら、参
加するしかない！？
■ゲスト：グループ SNEスタッフ
■その他：イベント参加のためには、イベン
ト会場(東雲)で販売している
「SNEボードゲー
・アグリコラ
ムフリーパス」
（500G）が必要です。
・テラフォーミングマーズ
・宝石の煌き
■参加方法：参加自由、先着順
・ドミニオン

69

その他

その他

グループ SNEから発売される新作脱出ゲー
ム『ESCALOGUE アリスと謎とくらやみの物
語』
を体験していただけます。TRPGフェスティ
バルで友達と、家族と、その場で出会った人
たちと、ちょっとミステリアスな脱出ゲーム
を遊んでみませんか？ イベント終了後には、
このイベントに深く関わる「 お土産」をお渡
しさせていただきます。
本イベントは『ESCALOGUE アリスと謎
とくらやみの物語』
のネタバレを含んでいます。
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時間

1,000G

２日
（日）

２日
（日）

主催：グループ SNE

料金

１日
（土）

１日
（土）

【その他】

新作脱出ボードゲームを誰よりも早く遊ぶ会

本館2F 瑞雲（イベントスペース）

主催：グループ SNE

テレビアニメ・劇場版アニメ化もされた大 ■参加方法：参加には整理券が必要です。
人気コミック「 トリニティセブン」が原作者 【整理券配布場所】
本館2F瑞雲の
「トリニティセブンRPG体験会」
の製作総指揮の下、2019年 TRPG化決定！
この新作 TRPGのテストバージョンの試遊 を行っているテーブルそば（KADOKAWAのスタッ
フが配布）
会を開催します。
魔導学園「 王立ビブリア学園」を舞台に繰 【整理券配布時間】
各日とも1回目のセッション開始 30分前（1日
り広げられる、7つの罪（ テーマ）の下に魔法
（土）9:30 ～）
を操る少年少女の物語を体験しよう！
※本作は「トリニティセブン」の知識の有無
にかかわらずお楽しみいただけます。

場所

10：00～15：00

時間

日
（金）

日
（金）

今宵、熱海に異世界が顕現！
現代ホラー RPG『 クラヤミクライン』の世
界を体験するイベントを開催します。 閉じ込
められた不気味な部屋で、突如始まる奇妙な
クイズ（？）大会。 参加者 1人 1人が狂気を秘
めるなか、クイズを乗り越え、真相を掴み、
生還することはできるのでしょうか。
必要なのは、知力・体力・時の運！
次の主人公は、あなたかもしれない!!
☆『 クラヤミクライン』未経験でもお楽し
みいただけます。

場所

時間

リザーブ

リザーブ
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史上最大！異世界横断ウルトラクライン

時間

主催：キャッスル・ティンタジェル
場所

本館2F 瑞雲（舞台）

料金

1,500G

時間

無料

料金

一緒に遊ぶ友達を探そう・作ろう！

定員

10：00～14：30

なし（入る限り）

これから全国各地で行われる
イベント・コンベンションのチラシ置き場や、
自己紹介が書ける掲示板も用意します。

主催：体験型 LARP普及団体 CLOSS 協力：
（株）グループ SNE
料金

3,000G

SW2.0LARP付属シナリオ「 囚われの歌姫
を救い出せ!」をビギナー向けのチュートリア
ル LARPゲームにアレンジ！

500G

探索者の創造からプレイ終了まで3時間以
内のショート・セッション（ プレイ時間は実
質 2時間）。 現代日本や1920年代アメリカ
など『 クトゥルフ神話 TRPG』を始めたばかり
という人に最適なセッションです。

定員

8～12名

■ゲスト：内山靖二郎、瀬戸エイジ、立花圭
一、小泉勇斗／アーカム・メンバーズ、黒瀬
仁、犬憑ケンヂほか
■参加方法：事前予約＆参加抽選券を「ルル
イエの館」にて配布。 事前予約可。

時間
定員
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騎士道剣術ワークショップ

時間

10：00～13：00

場所

本館2F 瑞雲（舞台）

料金

1,500G

ゲームで疲れた体を剣を振ってリフレッ
シュしませんか？
講師はアニメ映画「 ベルセルク」や、ゲー
ム「ダークソウル 2」などの剣術指導などを担
当したジェイ・ノイズです。
ドイツ剣術の祖リヒテナウアーが、謎めい
た詩の形で書き残した剣術の奥義。
そのうちのいくつかを学んで、楽しく剣を
振ってみよう。
剣を握れば、気分はもう騎士見習い！

『歯車の塔の探空士』作者 GMセッション

■ゲスト：ベーテ・有理・黒崎氏、笠 竜海氏
■装備品：手ぶらでご参加いただけます。
※装備品の持ち込み歓迎。
※ゲーム前安全チェック有。
■ LARPルール：SW2.0LARP
■戦闘ルール：フルコンタクトバトル
■参加方法：事前予約＆整理券配布

場所

本館2F 瑞雲（イベントスペース）

料金

六畳間幻想空間の同人 TRPG『 歯車の塔の
探空士』を、作者のLord_Phantasm自らが
マスタリング。
システムの生みの親とともにスチームパン
クな空の旅を楽しみませんか？
当日は卓を囲みながら、制作秘話や同人制
作のアレコレを聞けるかもしれませんよ。

18：00～18：40

10名

定員

■講師：ジェイ・ノイズほか
■参加方法：自由参加、先着順予約受付
■その他：手ぶらでご参加いただけます。

主催：六畳間幻想空間

PC6名、NPC3名

11：00～11：40
14：30～15：10

無料

時間
定員

11：00～17：00

5名

■飛空艇、キャラクターともにメイキングを
行う予定です。
■セッションの演出としてBGMを使用する
予定です。
■参加方法：事前予約
（空きがあれば当日受付）

意表をつく展開、コミカルで没入しやすい
独特な演出とシナリオを存分に楽しもう!
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71

その他

その他

「魔剣の迷宮に囚われた歌姫を助けて」
そんな依頼を受けて、迷宮へと挑む冒険者
たち。 しかし、どうにも奇妙な仕掛けが彼ら
を待ち受けていたのだった……

料金

20：30～23：30

15：30～18：30

２日
（日）

２日
（日）

チュートリアルLARP From SW2.0LARP①
東館1Ｆ卓球場

ルルイエの館（本館2F 吉祥①）

主催：キャッスル・ティンタジェル

TRPGフェスで縁をつないで、新しい予定
これから一緒に遊ぶプレイヤーを探すもよし！ を立てちゃいましょう！
TRPGフェスが終わった後に遊ぶ仲間を探
すもよし！
簡単なボードゲームも用意していますので、
その場で一緒に遊ぶこともできます！

場所

場所

10：30～13：30

１日
（土）

１日
（土）

※「寿福」はこの時間帯のみ「女性限定部屋」
となります。 男性の入場はご遠慮ください。

1名（1回あたり）

時間

※別会場の「ふらっとTRPGコーナー」では 1
時間で終わる『クトゥルフ神話 TRPG』体験
会を用意しています。

主催：TRPGガールズフェス実行委員会

本館2F 寿福

主催：アークライト 協力：アーカム・メンバーズ、KADOKAWA

■1回あたり正味15分 (着脱時間を含む)
■参加方法：参加自由、先着順（希望者多数
の場合は整理券を配布いたします）
■その他：食事中および剣術ワークショップ
の時間中はクローズします。

TRPG女子会
場所

定員

『クトゥルフ神話 TRPG』ショートセッション

日
（金）

日
（金）

14 ～ 15世紀の騎士たちの鎧と同じ仕様
のへルム、胴鎧、
ガントレットが試着できます。
中世の騎士が着ていた鎧はどのくらい重かっ
た？
ヘルムをかぶった時の視野の広さはどのく
らい？
など、実際に体験できる貴重なチャンス！
試着したら、武器を構えてお好きなポーズ
で記念撮影♪
（武器はこちらでお貸しします）
ティンタジェルのスタッフが格好いいポー
ズもお教えします！

10：00～22：00

リザーブ

リザーブ
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アーマー試着＆写真撮影

時間

主催：冒険企画局
場所

本館2F 竹

無料

料金

冒険企画局製作のTRPGシステム各種のシ
ナリオ配布です。 新旧さまざまなシナリオを
ご用意しております。
持ち帰って仲間と遊ぶのもよし、TRPGフェ
スの空いた時間で遊ぶのもよし。どんどんゲッ
トしてください。

桜降る代に決闘を 体験会

12：00～14：00
16：30～22：00

なし

定員

■参加方法：参加自由。TRPGに関するアン
ケートに記入していただきます。

主催：リンクル 協力：シューティングスター LARP
場所

東館2F シーサイド1

料金

3,000G

時間
定員

12：00～15：00

8名（4名×2チーム）

本館2F 瑞雲（YSブース）

料金

七振りの剣が、あなたの魂となる。
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定員

─双 掌 繚 乱─
話題の2人用決闘ボードゲームの体験会を
実施いたします！
メガミ 2柱を相手の目前で選び、対応する
カードを決め、構築して対戦、その間、5分！
このエキサイティングなゲームを、製作者
が直々にルール説明、体験いただけます！
期間中のご参加は自由。 お席に空きがあれ
ば希望者の先着順にご参加いただけますので、
イベントの合間、40分程度のお時間で
桜花決闘、いかがですか？

31

集団戦闘訓練
（ミニゆるLARP）
場所

地下駐車場

料金

1,000G

剣と魔法の世界が今年もTRPGフェスに！
普段はサバイバルゲームフィールドにて
50人以上が参加する集団戦闘のミニ版が遊
べます。
1対 1とは一味違う、スリルと楽しさを体
験してみませんか？
近接武器、弾弓、魔法を選択できます。
魔法は詠唱をした後ゴムボールを投げます。

東館3F 東雲

料金

７月に発売されたばかりの『ソード・ワール
ド2.5』について、北沢慶をはじめとするスタッ
フが、時間と会場の空気が許す限り語ります！
なぜ「2.5」なのか、
「2.0」から何を変えたかっ
たのか？ 開発中に起きたあんな話やこんな
話が聞けるのはこのトークショーだけ!?

13：00～14：00

20：00～21：00

16：00～17：00

12名

定員

集団戦闘訓練中は、冒険者訓練所およびファ
イターズランク試験は開催しておりませんので、
ご注意ください。
こちらも見学可能ですのでお気軽にどうぞ。
（無料）

ソード・ワールド2.5 トークショー
場所

時間

武器、ゴーグルのレンタルがございます。
同意書記入、説明、準備運動、練習の時間を
含んでおります。

主催：グループ SNE

12名（空いていれば随時参加可能）

12名（空いていれば随時参加可能）

無料

時間
定員

14：00～15：30

50名（入る限り）

■ゲスト：北沢慶、清松みゆき、秋田みやび、
川人忠明、田中公侍、ベーテ・有理・黒崎、
河端ジュン一ほか
■参加方法：参加自由、入退場自由
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その他

その他

最新作「Blade Rondo」を始め、Domina
GAMESの幻想的なカードゲームを体験いた
だけます。
期間中のご参加は自由。 お席に空きがあれ
ば希望者の先着順にご参加いただけます。
イベントの合間、10分～ 20分のお時間で
体験いかがですか？

無料

12：00～18：00

定員

２日
（日）

２日
（日）

場所

無料

料金

１日
（土）

１日
（土）

時間

主催：イエローサブマリン 協力：Domina

本館2F 瑞雲（YSブース）

主催：ゆるコンバットLARPヴァルホル

我々は関西で活動しているLARPサークルで、 ■運営団体：シューティングスター LARP
SW2.0LARPやダンジョンハック LARPを定 ■参加スタッフ：月魚、縁側ひなた、エビ
期的に開催しています。
■システム：
今回のTRPGフェスではオリジナルルール 【SSRオリジナル LARPルールブック】
「 ダンジョンダイバー」を使ったダンジョン DUNGEON DIVER
（ダンジョンダイバー）
ハック LARPを行います。 ファンタジーの世 ■その他：手ぶらでご参加いただけます。
界観でドワーフのランダムダンジョンを探索。 ■参加方法：事前申込制
モンスターと戦い、数々の宝物を手に入れな
がら最深部を目指します。 戦闘方法はターン
制フルコンタクト型。 参加者を2グループに
分けてPCとNPCを交代しながら行います。

DOMINA GAMES 体験会

場所

12：00～18：00

日
（金）

日
（金）
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まるごとLARP体験会 ダンジョンハック

時間

主催：イエローサブマリン 協力：BakaFire Party

リザーブ

リザーブ

シナリオバイキング

時間

場所

本館2F 吉祥⑤

無料

料金

本館2F 寿福

無料

料金

料金

500G

74

料金

2,000G

マスカレイドでは、ケイオシアム社が公式
にライセンスしている「 クトゥルーライブ」
のルールを使用したLARPを行っています。
運営から配布したキャラクターを演じるあな
たは独自の判断で交渉し、謎を解き、怪異に
直面し、ときには他の参加者と対立します。
TRPGフェスティバルでは、1920年代アメ
リカを舞台にした新作シナリオ「 銀行強盗 vs
インディアン・ノッツ銀行」の公演を予定し
ています。

■運営団体：クトゥルーライブサークル『マ
スカレイド』
■参加スタッフ：蒼穹、ましゅー、なごみ、
6号の 2
■システム：クトゥルーライブ
■その他：手ぶらでご参加いただけます。
■参加方法：事前申込制
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マギカロギア大型レイド～熱海魔法戦線～
【ユーザー企画】 主催：
〈大法典〉熱海支部

40名（入る限り）

15：00～17：00

場所

東館2F シーサイド2

無料

料金

『 魔道書大戦 RPG マギカロギア』は、プレ
イヤーが魔法使いとなり、事件を解決してい
きます。
魔法は奇跡の力ですが、扱いが難しい力で
もあります。 事件解決のために操る魔法は、
時として魔法使いの周囲に悲劇を招く可能性
を秘めています。
魔法使いは世界の平和と自身の大切な人、
双方を守るために奔走することになります。

赤竜亭

■参加方法：参加自由、先着順

場所

本館1F 麻雀ルーム

1,000G（初回登録時）

勇者のみ入室可能。 初回入室時に勇者登
録（1,000Gかかります）していただき、その
後の入出は自由です。
勇者となり、激戦の疲れを癒そう！軽くお
酒をひっかけながら、ボードゲームを楽しめ
るコーナーです。
登録時にお渡しする「勇者の証(入場パス)」
と赤竜亭内の通貨（D）で、エールやミードな
どの飲料、ちょっとしたおつまみも買えます（持
込不可）。

20名

定員

時間
料金

15：00～21：00

時間

本イベントは「 熱海」を舞台とした5卓 4名
の最大 20名のセッションとなります。
序盤は並行して起こる事件を各卓で解決し
ていきます。 クライマックスでは最大 20名
が同時に大型エネミーを相手に、レイド形式
の戦闘を行います。
マギカロギアがはじめての方も慣れた方も
普段とは違う一風変わったマギカロギアを楽
しみましょう！

主催：アークライト

30名（入る限り）

9名

定員

15：00～27：00

定員

最大25名程度

体験卓は亭内通貨が必要となりますが、そ
れ以外に空いている卓はフリーでお使いいた
だけます。
有料体験卓では亭内通貨を獲得することも
可能 ! 稼いだ通貨で景品を手に入れよう。
■有料体験卓（3D：1ドリンク付き）
：
「クアッ
クサルバー」
「テラフォーミング・マーズ（拡
張込）
「ゾンビサイド」
」
「サイズ -大鎌戦役 （
- 拡
張込）
「ブルームサービス」
」
「レッドドラゴン・
イン3」など。
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その他

その他

店頭でGMを続けて15年、東京神田のテー
ブルトークカフェ Daydream店長岡田篤宏
のGM講座です。
世界 4 ヶ国語に翻訳された『 りゅうたま』
のデザイナーでもある岡田が自分なりのGM
スタイルやテクニックをお話します。
また、講座の最初に参加者のみなさまに質
問記入用紙をお配りして、質疑応答コーナー
前に回収します。
GMに関する様々な質問、お待ちしており
ます。

定員

東館2F シーサイド1

２日
（日）

２日
（日）

時間

主催：テーブルトークカフェ Daydream

本館2F 梅

定員

15：00～17：00

■ゲスト：朱鷺田祐介、西上柾
■参加方法：参加自由、先着順

GM講座
場所

時間

場所

15：00～18：00

時間

１日
（土）

１日
（土）

間もなく発売のサイバーパンク＆ファンタ
ジー RPG「シャドウラン 5th Edition」。 神
秘と脅威にあふれた第六世界の設定を、翻訳
チームの朱鷺田祐介と西上柾が紹介する。

16名（4卓×4名）

■予定タイトル：
『Dungeon World』、
『The King Is Dead』
『Dialect』、『Follow』
『Microscope』、その他
■参加方法：参加自由、先着順

主催：アークライト、新紀元社
場所

主催：リンクル 協力：クトゥルーライブサークル
『マスカレイド』

そうした一風変わったゲームに触れたこと
がない方は、物は試しとこれを機会に一度参
加されてみるのはいかがでしょうか。

シャドウランを語る：第六世界の歩き方

まるごとLARP体験会 クトゥルフ神話

日
（金）

日
（金）

昨年、
「君と大惨事を作るRPG」とうたった
RPG
『フィアスコ』
が同人で出ました。また『ス
ケルトンズ』という参加者全員がスケルトン
になるというRPGも同様に出ました。 共通し
て言えることは、物語の展開がいずれも参加
者全員に強くゆだねられたシステムだという
ことです。 そしてそうしたゲームは、まだま
だあります。 みんなで作るのは大惨事だけで
はありません。 歴史を作るRPGもあります。
地図を作るRPGもあります。 言葉を作るRPG
だってあります。

定員

14：00～19：00

リザーブ

リザーブ
31

海外インディーズゲーム体験会
【ユーザー企画】 主催：ハロウ・ヒル

場所

本館2F 竹

無料

料金

パラノイア TRPG：公式セッション

15：30～16：30

時間

主催：冒険企画局

協力：ニューゲームズオーダー 本セッションUV：
「mistel」店主：三池

40名

定員

場所

本館2F 瑞雲（イベントスペース）

料金

1,000G

時間

歌風部屋 トークショー＆サイン会

安心からの脱出・Village, Shelter, Comfort（芸術型 教育LARP） 時間

場所

本館2F 松

無料

料金

本館2F 梅

無料

料金

の村で起きる謎の疫病事件、シナリオ 2は核戦争

時間

17：00～23：00

定員

3つのシナリオで構成され、シナリオ 1は中世

後の未来でのシェルター生活で起きるトラブル、
最後のシナリオは現代社会との関わりを避けて生

活している青年の心の中の「会議」
これらの ジレンマの 中で、 あなたはどのよう

冒険LARP From エピック・オブ・プレアデス

■ゲスト：北沢慶ほか
■参加方法：事前予約＆空きがあれば整理券
配布

場所

東館2F シーサイド1

料金

PC3～7名、NPC2名

に判断をするでしょうか。 既知の脅威を選ぶか？
はたまたは未知の救済を選ぶか？
■参加方法：予約制
■ジャンル：抽象的な、または不条理なリアリズ
ム
■時間：6時間（説明、ディブリーフ（振り返り）
を含む、プラス約1時間夕食休憩）
■実際のプレイ時間：3時間半
■プレイスタイル：現実的だが、即興的
■対象者：LARP初心者～ベテラン
■詳し い 情報：https：//www.b-ok.de/ja/
vsc_larp/

主催：体験型 LARP普及団体 CLOSS

25名（5卓×5名）

定員

8,000G

時間

19：00～24：00

定員

PC8名、NPC5～6名

昨年大好評を博した3時間以上シナリオ
「求
めるは果て無き水月の塔」が、今年も多くの
冒険者たちに試練を与える!

その他

その他

76

場所

■ゲスト：
美々宇なぎ、小林正親、沙千華、廣川愛美、
柳井遼
■参加方法：参加自由

1,000G

大好評発売中の『ソード・ワールド 2.5』！
今回はその発売を記念して、デザイナー北
沢慶が、複数の卓の冒険者たちが情報を共有
する「リンクセッション」を開催！ 参加者は
協力しなければ解決できない、難事件に挑む
ことになるが、卓どうしの連絡手段は限られ
ており、情報をいかにみんなで共有するかが
解決のカギとなっている。
発売直後の新ワールドで繰り広げられる、
新しいセッションを楽しんでみよう！

なし（入る限り）

２日
（日）

２日
（日）

本館2F 瑞雲（イベントスペース）料金

定員

このLARPは「 慣れ親しんでいる安心で安全な生
活世界で重大な問題が起きた時、未知で不安を伴
う外界へ出るか、それとも今の生活世界に留まる
か」というジレンマを体験する芸術型教育的 LARP
（Nordic LARP）です。

主催：グループ SNE

17：00～24：00

主催：ビョーン＝オーレ・カム
（京都大学）
、加藤浩平
（東京学芸大学）

名です。 希望者多数の場合は、その場にて抽
選を行います。
サイン希望の商品をお預かりし、9/2（日）
10：00 ～ 12：00の間に歌風部屋にてサイ
ン本を返却する予定です。

ソード・ワールド2.5 リンクセッション
場所

31

１日
（土）

１日
（土）

『 小さな勇者のRPG ウタカゼ』と『 うたの魔
法と小さな剣のRPG ウタカゼ・メルヒェン』
の著者、小林正親先生とウタカゼ・ゼミのみ
なさんを囲むアットホームな雰囲気のトーク
ショーです。
また、併せて『 ウタカゼ』シリーズのイラ
ストレーター美々宇なぎ先生のサイン会も行
います。
サインをご希望の方は、
『ウタカゼ』シリー
ズの商品いずれかをお持ちの上、歌風部屋ま
でお越しください。 なお、サインは限定 10

16：00～18：00

■予定スケジュール
金曜日：18：00～24：00
≫【トラブルシューターズ】
土曜日：17：00～23：00
≫【トラブルシューターズ】
■参加方法：事前予約
（空きがあれば当日受付）

日
（金）

日
（金）

公式セッションでは初めてとなるパラノイ
ア TRPGセッション会です！
余すことなくパラノイアをプレイ予定です
ので、どうぞお見逃しなく！
完璧で幸福なる市民の御参加を心よりお待
ちしております！

時間

5名

定員

サイコロ・フィクション 10周年！
■ゲスト：河嶋陶一朗、齋藤高吉、平野累次、
今年の9月で10周年を迎える「 サイコロ・ 古町みゆきほか
フィクション」
シリーズに関するトークショー ■参加方法：参加自由
です。
過去作を振り返りつつ、参加メンバーにサ
イコロ・フィクションの未来について語って
もらいます。
制作裏話など、
ここだけの情報も聞けるかも？
これから発売される作品の情報もお知らせし
ます。

主催：アークライト、新紀元社

17：00～23：00

リザーブ

リザーブ
31

冒険企画局トークショー

エルフやドワーフがいる剣と魔法の世界で
「 銀の魔女釜」亭の冒険者となり、水月の塔を
攻略する大冒険に繰り出そう!!
果たしてあなたたち冒険者は、水月の塔を
制覇することができるのでしょうか……？

77

時間

主催：ギルドバハムートⅡ
場所

本館1F セブンスポット

料金

投げ銭

定員

21：00～22：00

GMマガジン＆ウォーロックマガジン編集長対談
主催：グループ SNE 協力：FT書房

なし（入る限り）

場所

東館3F 東雲

無料

料金

時間

22：00～23：00

定員

リザーブ

リザーブ

旅団カーバンクル酒場ライブ

50名（入る限り）

「 ウォーロックマガジン」発売を記念して、 ■ゲスト：安田均、杉本＝ヨハネほか
昨年も好評だった
「ゲームマスタリーマガジン」 ■参加方法：参加自由
とのW編集トークショーを開催します！
ディープなトークの内容はそのままに、こ
れからの展望なども熱く語っていただきます。

RPGの酒場で演奏している楽団をコンセプ
トに、ファンタジーな衣装を身に纏い酒場音
楽を民族楽器多めで演奏してます。 そこにい
るみんなが歌って踊れる旅楽団を目指してます。
今回はTRPGフェスの酒場をファンタジー
に変える為に関西から馬車で向かいます！一
緒に踊りましょう

日
（金）

31

日
（金）

31

冒険者の酒場 ゲームバー グリュック
主催：ゲームバー グリュック
場所

本館1F セブンスポット

料金

500G ～

本館1F セブンスポット

料金

500G ～

時間
定員

21：00～27：00

場所

本館2F 吉祥②

無料

料金

定員

なし（入る限り）

TRPGデザイナーとユーザーの皆さんが、 ■ゲスト：鈴吹太郎、菊池たけし、久保田悠
近い距離でここでしかできない話をするイベ 羅、ほか
ント。 鈴吹太郎の作品を中心にお届けします。 ■参加方法：参加自由、先着順
気楽にのぞいて見てください。

ゆらめく水面の星市場
（参加型フリマ） 時間

24：00～26：00

主催：コストマリー事務局 共催：リンクル

なし（入る限り）

※ゲームの持ち込み可能。
※テーブルでゲームをプレイする場合、最初
に１ドリンクご注文をお願いします。
※軽食の持ち込み可能。
※飲み物の持ち込みは不可。

場所

高砂館3F 入船

料金 フリマ出店：2,000G、入場無料 定員
（スペース・レンタルランタン込）

深夜、暗闇の中で行うフリーマーケット。
短時間開催ですが、販売だけではない「 人間
の五感を感じる」不思議な場をご提供します。
出店者との節日なひと時を過ごせるかも？
ゆらめきの水面の中へ、どうぞ足をお運び
ください。
※出店は事前登録制。 当日空きスペースが
ある場合は会場前にて受付。

78

23：30～24：30

出店ブース：10ブース前後

■一般参加の方は開催時間中、入退場自由で
お入り頂けます。 開始時間は 24時頃を予定
していますが、搬入準備状況により前後する
場合がございます。
■販売に関しては、購入者・出店者間にてや
りとりをお願いします。
■会場内は暗くなっておりますので、貴重品
等の管理は厳重にお願いします（盗難等あっ
た場合の責任は負いかねます）
。
■参加方法：入退場自由

79

その他

その他

オリジナルのビールやミード（ 蜂蜜酒）を
ご用意しております。 当店だけの『彩色クトゥ
ルフウォーズ』・
『 サイズ -大鎌戦役 -』もご用
意しておりますので、
是非遊んでみてください。

なし（入る限り）

時間

２日
（日）

２日
（日）

主催：アインプロージット

F.E.A.R.深夜のトークショー Part2
主催：F.E.A.R. 協力：KADOKAWA、新紀元社

※ゲームの持ち込み可能。
※テーブルでゲームをプレイする場合、最初
に１ドリンクご注文をお願いします。
※軽食の持ち込み可能。
※飲み物の持ち込みは不可。

冒険者の酒場 アインプロージット
場所

定員

21：00～27：00

１日
（土）

１日
（土）

ゲームをイメージしたオリジナルカクテル
や、
ミード
（蜂蜜酒）
などをご用意しております。
昨年好評だった、2D6の出目の結果で作る
ランダムな味のカクテルもございます。 挑戦
してみてください。
酒場に来た冒険者気分になって楽しみましょ
う！

時間

料金

500G

定員

30名（入る限り）

2日日

開催イベント

P

※問題内容がHなものとなっております。

ゲーム＆ミード 深夜の試飲会＠グリュック2018
主催：Game Bar グリュック
場所

本館1F セブンスポット

料金

3,000G

時間

G

3Dプリンタで戦士のコマを作ってみよう！

24：30～26：30

【ユーザー企画】 主催：石膏粉末工房 協力：株式会社マイクロボード・テクノロジー、一般社団法人3Dデータを活用する会・3D-GAN

定員

40名

場所

東館3F 東雲

料金

1,500G（見学は無料）

F e s t iv

時間

定員

09：00～11：00

3名（見学は入室可能な限り）

深夜のサバト――探索者お断り！

教育研究・発達支援研究・メディア研究から見たTRPG・LARPの可能性（口頭発表パネル）

場所

ルルイエの館（本館2F 吉祥①）料金

※途中から参加したり、途中で抜けることも
できます。

80

24：30～28：00ごろ

定員

主催：ビョーン＝オーレ ・カム
（京都大学）、加藤浩平
（東京学芸大学） 協力：山岡記念財団

12人（入れ替えあり）

■参加方法：参加自由、「ルルイエの館」にて
参加抽選券を 24：00から配布。
■ゲスト：内山靖二郎、小泉勇斗／アーカム・
メンバーズ
※この時間帯、「ルルイエの館」ではほかの
体験会やセッションはありません。

場所

本館2F 吉祥⑤

料金

無料

海外ではTRPGやLARPを題材にした研究が、
様々な領域で積極的に取り組まれています。
そこで今回、TRPGフェスとしては初のア
カデミックなトークセッションを企画しまし
た。
教 育 学 や 心 理 学、 社 会 学 な ど の 分 野 で
TRPGやLARPを通じた研究・実践を進めてい
る国内外の研究者が集まり、それぞれの研究
を紹介しつつ、RPGの新たな可能性を探ります。

時間
定員

09：00～11：00

50名（入る限り）

■参加方法：参加自由、先着順
■発表1：TRPGを通じた発達障害のある子
どもたちのコミュニケーション支援
加藤浩平（東京学芸大学）
■発表2：
「Nordic Larp」入門：芸術・政治
的な教育 LARPの理論と実践
ビョーン＝オーレ・カム（京都大学）
■発表3：LARPを用いた地元地域の子・若者
社会福祉活動、ドイツの事情を例に
デニーズ・パシェン（ミュンスター大学）
■司会：石田喜美（横浜国立大学）
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その他

その他

深夜のルルイエの館では、カルティストに
よる深夜のサバトを開催する！ なに？ 探
索者が紛れ込んだ？ カルティスト諸君安心
したまえ、探索者を燻り出すなど簡単だ。
方 法は …… お 楽し み！ 『 ク ト ゥ ル フ 神 話
TRPG』をベースとしたゲームの世界に、内
山靖二郎がご案内します。

無料

時間

２日（日）

２日
（日）

パソコンでキャラクターのデータを作成し、 ■参加方法：参加自由、先着順
それを3Dプリンタで出力するという一連の
流れを体験する講座です。 但し、今回は時間
の都合上、予めこちらで用意したパーツの中
から武器や防具などを選ぶ方式とします。
武器の種類などの詳細情報は右のQRコー
ドから参照できるブログの記事を御覧下さい。
作成したデータを持ち帰るために、5MB以
上の空き容量があるUSBメモリを御用意して
おくことをお奨めします。

１日
（土）

１日
（土）

ファンタジー RPGやクトゥルフ神話に出 ■ゲスト：朱鷺田祐介
てくる蜂蜜酒
（ミード）
を飲み比べながら、ゲー ■参加方法：8月31日夕方より、セブンスポッ
ムデザインや神話雑学、お酒の話などを、朱 トにて、予約チケットを販売。
鷺田祐介が語ります。 ゲームバー・グリュッ
クと朱鷺田祐介が、ファンタジーやクトゥル
フ神話で有名な蜂蜜酒を紹介する深夜の試飲
会＋トークショー。
ミード5種をおつまみ付きで飲み比べながら、
ゲームの話をしましょう。

主催：アークライト 協力：アーカム・メンバーズ、KADOKAWA

31

日
（金）

TR

日
（金）

昨年初開催された、深夜にちょっとオトナ
ご参加いただける方は、自己責任でお願い
のゲームを遊んでみようというこの企画。 実 します。
は結構評判がよかったらしく、2018年も開
催される運びとなりました。
■ゲスト：グループ SNEスタッフ
昨年人気だった「 ブラックストーリーズ ■その他：18歳未満の参加、観覧を禁じます。
セックス＆クライム」はもちろんのこと、厳 イベント参加のためには、イベント会場で販
選した、ちょっと深い味わいを楽しみたい方 売している「SNEボードゲームフリーパス」
に向けたこのイベント。
（500G）が必要です。
夏の夜、オトナの体験、してみませんか？
■参加方法：参加自由、先着順

018

東館3F 東雲

l2

場所

24：00～26：00

a

時間

主催：グループ SNE

リザーブ

リザーブ
31

深夜のオトナゲーム会

主催：オラクルナイツ
場所

高砂館3F 入船

料金

3,000G

09：00～12：00
12：30～15：30

100名

定員

■あらすじ：平和の続くロードス島に・英雄戦争・

の幕が上がる。かつての英雄が激突する戦乱の中、
ロードスの未来のために尽力する若者たちの姿が
あった。 彼らが導く物語の結末とは──。

■出演（NPC）
：森輝弥、前枝野乃加、渡邊隆義、
嶋田真、橋本顕、池永英介、榎ちひろ、垣雅之、
手島沙樹、村田志織、はぎのりな
■参加方法：参加自由、先着順

『歯車の塔の探空士』作者GMセッション
主催：六畳間幻想空間
場所

本館2F 瑞雲（イベントスペース）

料金

1,000G

六畳間幻想空間の同人 TRPG『 歯車の塔の
探空士』を、作者のLord_Phantasm自らが
マスタリング。
システムの生みの親とともにスチームパン
クな空の旅を楽しみませんか？
当日は卓を囲みながら、制作秘話や同人制
作のアレコレを聞けるかもしれませんよ。

時間

09：00～14：00

5名

定員

■飛空艇、キャラクターともにメイキングを
行う予定です。
■セッションの演出としてBGMを使用する
予定です。
■参加方法：事前予約
（空きがあれば当日受付）

31

日
（金）

日
（金）

俳優と参加者が役割を演じ、一緒に物語を
紡いでいく新感覚の体験型アトラクション公
演「WAR→ P ！」が、TRPGフェスで「ロード
ス島戦記」とコラボ公演を実現！
パーンやディードリットなど、人気キャラ
クターもNPCとして登場。 フェスの開会式
でオープニングを上演し、参加者の皆さまは
PCとして「 ロードス島戦記」の世界を冒険し
ていただけます。

時間

※タイムスケジュールには受付時間も含まれてい

ます。 開始30分後に実際のプレイ開始となりま

すので、それまでに受付を済ませておいてください。

チュートリアルLARP From SW2.0LARP②
主催：体験型 LARP普及団体 CLOSS 協力：グループ SNE
場所

東館2F シーサイド1

料金

3,000G

「島の調査をしてほしいんだ」
貴族の依頼を受けて、島の調査に向かう冒
険者たち。 行く先々にあるのは、奇妙なバッ
テン印……？

定員

09：00～12：00

主催：どらこにあん

PC6名、NPC3名

■ゲスト：ベーテ・有理・黒崎氏、笠 竜海氏
■装備品：手ぶらでご参加いただけます。
※装備品の持ち込み歓迎。
※ゲーム前安全チェック有。
■ LARPルール：SW2.0LARP

時間

主催：アークライト 協力：Analog Game Eventers
料金

無料

定員

09：00～13：30

料金

1,000G

ハイマニューバ傭兵少女 TRPG
「黒絢のアヴァンドナー」
（金）
（土）5名卓
そして2018年新作
「銀剣のステラナイツ」
（日）4名卓
上記 2システムの公式卓です！

40名程度

帰ってきた
『りゅうたま』体験セッション
場所

本館2F 瑞雲（イベントスペース）

料金

定員

09：00～14：00

4～5名

■ GM：瀧里フユ（どらこにあん）
■黒絢のアヴァンドナー
最高速のアクション TRPGをここに！
機械の身体持つ傭兵となって、灰色の荒野
を駆け抜けよう！
■銀剣のステラナイツ
ガチロールプレイ勢よ集え！
最高の物語で卓を沸かせるのはあなただ！
■参加方法：事前予約
（空きがあれば当日受付）

主催：岡田篤宏

1,000G

時間
定員

09：00～14：00

5名

「人は一生に一度、胸おどる旅に出る」
またPDF版ルールブックは「 マンガ図書館
季節と竜と旅のファンタジー RPG『 りゅう Z」にて無料配布中です。 久しぶりの方も、
たま』の体験セッション卓です。
新しく始めた方も、ぜひ一緒になって『 りゅ
竜人（GM）はデザイナーの岡田篤宏です。 うたま』を遊びましょう。
オ フ ィ シ ャ ル 卓 で の『 り ゅ う た ま』は
JGC2010以来、実に8年ぶりとなります。
日本では一度絶版になったものの海外で好
評を博し、現在はフランス語、英語、スペイ
ン語、中国語で展開しています。
日本でも昨年からAmazon.com専売商品
として再販版ルールブックが発売されました。
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その他

その他

「ふらっとTRPGコーナー」は、空いた時間に ■予定ゲーム：
気軽にTRPGセッションを楽しめるコーナー 『 クト ゥ ルフ神話 TRPG（1/10クト ゥ ル
です。
フ）』
『The Fifteen』
『のびのびTRPG スチー
30分から180分程度で終わる、さまざまな ムパンク（体験プレイ）』
『のびのびTRPG ザ・
ゲームやシナリオをご用意してお待ちしてい ホラー』
『神我狩』
『インセイン』
『シノビガミ』
ますので、イベントの合間の時間や遊んだ事 『ピーカーブー』
『ブラッドムーン』
『マギカロ
のないゲームの体験のためなどに、気楽にの ギア』など
ぞいてみてください！
※その時何が遊べるかは当日受付でご確認く
ださい
※手ぶらでご参加いただけます。
※瑞雲イベントスペース全体の管理も、基本
的にこのコーナーで行なっています
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本館2F 瑞雲（イベントスペース）

時間

２日（日）

２日（日）

ふらっとTRPGコーナー
本館2F 瑞雲（イベントスペース）

場所

アヴァンドナーではメカ娘となり、様々な
依頼やミッションに挑みます。
ステラナイツでは、しんどい尊い関係性を
とことん濃厚に楽しみながら、願いを賭けた
決闘、ステラバトルに挑んでいただきます！

果たして、この摩訶不思議な島から、君た
ちは脱出できるのだろうか？

場所

黒絢のアヴァンドナー＆銀剣のステラナイツ

１日
（土）

１日
（土）

SW2.0LARP掲 載 シ ナ リ オ「 ×（ バ ッ テ
ン）の島」をビギナー向けのチュートリアル
LARPゲームにアレンジ！

時間

リザーブ

リザーブ
31

WAR→P！ to ロードス島戦記 灰色の魔女

時間

主催：ゆるコンバットLARPヴァルホル
場所

地下駐車場

料金

3時間制500円（1回10分程度）

時間

主催：ゆるコンバットLARPヴァルホル
場所

地下駐車場

料金

500G

同時5～10名

（17時以降受付の方は1時間単位で翌日繰越）

定員

10：00～12：00

同時2名

場所

個室（受付は東館3F 東雲）

料金

1グループ 3,000G
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定員

500G

10：00～13：00

■ゲスト：河野裕ほか
■その他：参加にはLINEを使用できる携帯端末が
あると便利です。同じ卓で参加するプレイヤーには、
LINEで同じトークルームに入って情報を共有でき
ます。 また、ネタバレは禁止とさせて頂きます。
■参加方法：チケット1枚で、体験卓1卓を貸し
切る形になります。1卓には 2～6名までご参加い
ただけますので、お友達をお誘いの上ご参加くだ
さい。 推奨は 3～4名です。 使用した製品は、チ
ケット購入者に差し上げます。
参加希望者多数の場合、チケット購入権の抽選
とさせていただきます。

20名（入る限り、随時入れ替え）

グループ SNEが発売した近年のボードゲー ・SW2.0 ファンタスティックフライト
ムを楽しく遊ぼう！ というイベントです。ルー ・テストプレイなんてしてないよ
ルはSNEスタッフがレクチャーしますので、 他
この機会に気になったタイトルなどを遊んで
みてはいかが？ 発売前の新作も、もしかす ■ゲスト：グループ SNEスタッフ
ると遊べちゃうかも？
■その他：イベント参加のためには、イベン
ト会場（東雲）で販売している「SNEボード
・グリッズルド
ゲームフリーパス」
（500G）が必要です。
・シャドウレイダーズ
■参加方法：参加自由、先着順
・CVポケット
・ヘルヴィレッジ

ボードゲーム・ストリート話題作体験会
場所

東館3F 東雲

料金

500G

時間
定員

シナリオバイキング

時間

場所

本館2F 竹

料金

冒険企画局製作のTRPGシステム各種のシ
ナリオ配布です。 新旧さまざまなシナリオを
ご用意しております。
持ち帰って仲間と遊ぶのもよし、TRPGフェ
スの空いた時間で遊ぶのもよし。どんどんゲッ
トしてください。

無料

定員
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10：00～15：00

20名（入る限り、随時入れ替え）

今年もボードゲームはアツイ！ 数多くの ・ふたつの街の物語
ボードゲームが出ている中で、ボードゲーム ・世界の七不思議
専門紹介書籍「ボードゲーム・ストリート」が ・ザ・マインド
厳選した名作、話題作の数々を用意しました。 他
近年のボードゲーム事情を知りたいなら、参
加するしかない！？
■ゲスト：グループ SNEスタッフ
■その他：イベント参加のためには、イベン
ト会場（東雲）で販売している「SNEボード
・アグリコラ
ゲームフリーパス」
（500G）が必要です。
・テラフォーミングマーズ
・宝石の煌き
■参加方法：参加自由、先着順
・ドミニオン

主催：冒険企画局

2グループ

定員

10：00～15：00

なし

■参加方法：参加自由。TRPGに関するアン
ケートに記入していただきます。

その他

その他

グループ SNEから発売される新作脱出ゲー
ム『ESCALOGUE アリスと謎とくらやみの物
語』
を体験していただけます。TRPGフェスティ
バルで友達と、家族と、その場で出会った人
たちと、ちょっとミステリアスな脱出ゲーム
を遊んでみませんか？ イベント終了後には、
このイベントに深く関わる「 お土産」をお渡
しさせていただきます。
本イベントは『ESCALOGUE アリスと謎
とくらやみの物語』
のネタバレを含んでいます。

時間

料金

10：00～15：00

２日（日）

２日（日）

複数試験をくぐり抜けたツワモノにはラン
ク認定の証の品を贈呈します。
会場に数多くいる冒険者の中でも、ひとき
わ輝く存在になれること、間違いなしです。
レンタル品がありますので手ぶらで参加可
能です。

主催：グループ SNE

東館3F 東雲

主催：グループ SNE

（ 冒険者訓練所との混雑の兼ね合いでお待ち
いただく可能性があります）

新作脱出ボードゲームを誰よりも早く遊ぶ会

場所

時間

１日
（土）

１日
（土）

冒険者訓練所で各コースに慣れた人向けに
ファイターズランク試験をご用意しました。
こちらも1回 10分程度。

主催：グループ SNE

●近接コース
剣、槍、盾といったソフト武器を使った演
技戦闘を体験できます。 レンタル有。
演技戦闘はLARPゲームで採用される戦闘
方法で、有効範囲や強さが限定され、怪我の
ないようにチャンバラをしてゲームを楽しめ
ます。
●弾弓体験コース
矢ではなく球状のものを飛ばす弾弓を体験
できるコースです。"

ファイターズランク試験

グループSNEボードゲーム体験会

日
（金）

日
（金）

新人冒険者気分で空いた時間に手ぶらで立
ち寄り、気軽に戦闘訓練してみませんか？
時間内であれば何度でも訓練に参加が可能
です（休憩をはさみます）
。
近接コースと弾弓コースをご用意。
時間内であれば自由に選択可能です。
（ 初回は同意書記入と説明がありますので、
もう少しお時間がかかります）
希望者にはゴーグルも貸出します。
無料で見学も可能ですのでお気軽にどうぞ。

定員

10：00～12：00

リザーブ

リザーブ
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冒険者訓練所
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時間

主催：キャッスル・ティンタジェル
場所

本館2F 瑞雲（舞台）

料金

1,500G

主催：アークライト 協力：アーカム・メンバーズ、KADOKAWA
場所

ルルイエの館（本館2F 吉祥①）料金

500G

時間
定員

場所

本館2F 瑞雲（舞台）

料金

1,500G

8～12名
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場所

東館3F 東雲

のキャラクターカードや支援カードをゲット
しよう。
キャラクターカードをゲットしたら、あと
はありったけの六面体サイコロを持って、会
場で戦うだけだ！ 幸運を祈る！
■ゲスト：安田均、清松みゆき、北沢慶ほか
※カードは開会式終了後、
配布開始します。
■参加方法：参加自由、先着順

無料

料金

KADOKAWAか ら2018年 秋に 発 売 予 定
の『 ロードス島戦記 RPG』のトークショーを
行います。 ゲストに水野良さまをお迎えし、
企画のきっかけから、以前の『 ロードス島
RPG』とどこがどう変わるのか？ などを語れ
るだけ語ります！
トークショーの後には、簡単な体験も予定
しています。

■講師：ジェイ・ノイズほか
■参加方法：自由参加、先着順予約受付
■その他：手ぶらでご参加いただけます。

場所

東館2F シーサイド2

料金

500G

TRPGに関する話題を通し、親睦を深める
事を目的としたイベントです。
参加者がカード記入の形でテーマを出し、
そのテーマに関して意見交換やリベート等を
行い、参考までに多数決でその場での賛否の
割合を出します。
新しい仲間との出会いや、悩みの解決、新
しい発想が生まれたりする場になれば幸いです。

定員

時間

【ユーザー企画】 主催：幻界堂

10名

時間

定員
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11：00～14：00

50名（入る限り）

■ゲスト：安田均、水野良ほか
■その他：体験に関しての詳細は、当日のイ
ベント案内を参照してください。
■参加方法：参加自由

TRPGの話をガッツリする部屋

11：00～11：40

50名（入る限り）

11：00～15：00

30名（入る限り）

■参加方法：参加自由。 当日参加 OK。 途中
の入退場もOK。
■その他：昨年の会で出された 13個のお題
に関する意見を、簡単にまとめた物を、当日
のパンフと一緒にお渡しする予定です。
■詳細はTwitterの『幻界堂』アカウントで、
随時発信して行きます。
https：//twitter.com/genkai_do
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その他

その他

ゲームで疲れた体を剣を振ってリフレッ
シュしませんか？
講師はアニメ映画「 ベルセルク」や、ゲー
ム「ダークソウル 2」などの剣術指導などを担
当したジェイ・ノイズです。
ドイツ剣術の祖リヒテナウアーが、謎めい
た詩の形で書き残した剣術の奥義。
そのうちのいくつかを学んで、楽しく剣を
振ってみよう。
剣を握れば、気分はもう騎士見習い！

定員

夏の終わりにドラゴン退治！
熱海に現れたドラゴンと、今年もド派手に
戦おう！
当イベントに参加するには、会場内で『 ド
ラゴンを倒せ！ ２０１８』の札を下げている
スタッフから、キャラクターカードを受け取
ろう。 このカードを持っていることが参加資
格になるので、スタッフを見つけたら素早く
ゲットだ！
ただし、同じスタッフからもらえるカード
は１枚だけ。 違うスタッフを見つけて、好み

定員

２日（日）

２日（日）

時間

無料

料金

主催：グループ SNE

※別会場の「ふらっとTRPGコーナー」では 1
時間で終わる『クトゥルフ神話 TRPG』体験
会を用意しています。

主催：キャッスル・ティンタジェル

本館2F 寿福

ロードス島戦記 RPGトークショー

10：30～13：30

■ゲスト：内山靖二郎、瀬戸エイジ、立花圭
一、小泉勇斗／アーカム・メンバーズ、黒瀬
仁、犬憑ケンヂほか
■参加方法：事前予約＆参加抽選券を「ルル
イエの館」にて配布。 事前予約可。

騎士道剣術ワークショップ

場所

11：00～13：00

１日
（土）

１日
（土）

探索者の創造からプレイ終了まで3時間以
内のショート・セッション（ プレイ時間は実
質 2時間）
。 現代日本や1920年代アメリカ
など『 クトゥルフ神話 TRPG』を始めたばかり
という人に最適なセッションです。

1名（1回あたり）

■1回あたり正味15分 (着脱時間を含む)
■参加方法：参加自由、先着順（希望者多数
の場合は整理券を配布いたします。）
■その他：食事中および剣術ワークショップ
の時間中はクローズします。

『クトゥルフ神話 TRPG』ショートセッション

時間

主催：グループ SNE

日
（金）

日
（金）

14 ～ 15世紀の騎士たちの鎧と同じ仕様
のへルム、胴鎧、
ガントレットが試着できます。
中世の騎士が着ていた鎧はどのくらい重かっ
た？
ヘルムをかぶった時の視野の広さはどのく
らい？
など、実際に体験できる貴重なチャンス！
試着したら、武器を構えてお好きなポーズ
で記念撮影♪
（武器はこちらでお貸しします）
ティンタジェルのスタッフが格好いいポー
ズもお教えします！

定員

ドラゴンを倒せ！ 2018

10：00～13：00

リザーブ

リザーブ
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アーマー試着＆写真撮影

主催：リンクル
場所

本館屋上

料金

500G

「腕自慢の冒険者たちよ、
さぁ、
その腕前見せて貰おうか」
フルコンタクトバトルによる、
1 vs 1
勝ち抜きトーナメントバトルです。

時間

Role&Roll新作発表会

12：00～14：30

32名

定員

■運営団体：合同会社リンクルアナログゲーム斑
■参加スタッフ：ねこのうるめ、弓路
■その他：手ぶらでご参加いただけます。
優勝賞品、参加賞、有り
■参加方法：事前申込優先、飛び入り歓迎

場所

本館2F 蓬莱①②

料金

定員

なし（入る限り）

■ゲスト：芥邉雨龍、インコグ・ラボスタッフ、
岡和田晃、からすば晴、小太刀右京、小林正
親とウタカゼ・ゼミ、齋藤高吉、朱鷺田祐介、
西上柾、番棚葵、平野累次、三輪清宗、力造
ほか（五十音順、敬称略）

3,000G

「料理人のコボルドを探してほしい」
お屋敷の坊ちゃんの依頼は、突如行方不明
となったコボルド捜し。

定員

12：00～15：00

PC6名、NPC3名

■ゲスト：ベーテ・有理・黒崎氏、笠 竜海氏
■装備品：手ぶらでご参加いただけます。
※装備品の持ち込み歓迎。
※ゲーム前安全チェック有。
■ LARPルール：SW2.0LARP

１日
（土）

１日
（土）

SW2.0LARP掲載シナリオ「 闇に呑まれる
コボルド」をビギナー向けのチュートリアル
LARPゲームにアレンジ！

時間

主催：F.E.A.R. 協力：KADOKAWA、新紀元社
場所

本館2F 瑞雲

料金

無料

時間
定員

２日（日）

２日（日）

多彩なアーリアの街の中で聞き込みをする
と徐々に浮かび上がるコボルドの軌跡……果
たして彼は一体何処に?

新・菊池たけしとゆかいな仲間たち

14：00～16：00

なし（入る限り）

預けた手荷物は閉会式前に引き取りを！
最終日に行なわれる「手荷物預かりサービス」ですが、お荷物の引き渡し時間は「閉会式
前まで」となっています。 閉会式に参加される場合、閉会式の待機列に並ぶ前に、必ずお荷
物を引き取ってください。
閉会式直前のトークショーイベントなどに参加し、そのまま荷物を引き取り忘れて閉会
式に参加してしまう事などがないよう、ご注意ください。
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その他

その他

Japan Game Convention（JGC）で大好 ■ゲスト：菊池たけし、鈴吹太郎、ほか
評のトークショーイベント“ 菊池たけしとゆ ■参加方法：参加自由、先着順
かいな仲間たち”が、今年もTRPGフェスティ
バルに登場！
菊池たけしとゲスト陣で素敵にお送りする、
笑い溢れるトークショー！
TRPGフェスティバルは、これを見ずには
終われないっ！
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31

日
（金）

日
（金）

主催：体験型 LARP普及団体 CLOSS 協力：グループ SNE

東館2F シーサイド1

無料

14：30～16：00

※事情により、ゲストは予告なく変更になる
可能性があります。あらかじめご了承ください。

チュートリアルLARP SW2.0LARP③
場所

料金

TRPGサポート書籍『Role＆ Roll』でサポー
トしている──またはこれからサポートされ
る予定の新作ゲームに関連した発表会です。

見学歓迎、声援大歓迎
勝利の栄冠を掴むのは誰か
TRPGフェスティバルの集大成、ここに

31

時間

主催：アークライト、新紀元社

リザーブ

リザーブ

まるごとLARP体験会 トーナメントバトル

主催：アークライト 協力：F.E.A.R.、KADOKAWA
場所

その他

l2

G

F e s t iv

a

P

冒険企画局バスツアー
（新宿駅～大野屋）時間
主催：アークライト 協力：冒険企画局
場所

新宿駅～大野屋

料金

3,500円

定員

31日
（金）
11：00～14：00
30～40名

主催：アークライト 協力：F.E.A.R.
場所

東京駅～大野屋

料金

3,500円

定員

31日
（金）
11：00～14：00
30～40名

『 トーキョー N◎ VA』のデザイナー鈴吹太
郎がルーラー（RL）を務める『 トーキョー N
◎VA THE AXLERATION』のプレミアムセッ
ション。

■参加方法：事前募集（当日参加枠なし）

■ゲスト：鈴吹太郎
※本イベントは、事前に募集された参加者の
方のみのイベントになります。
※食事時間を含んでいるため、途中1時間の
食事休憩が挟まる予定です。

31

『シャドウラン5th Edition』プレミアム・セッション
主催：アークライト、新紀元社
場所

専用客室

料金

5,000円

背中に気をつけろ！ ためらわず撃て！
弾を切らすな！ ドラゴンには絶対関わるな！

時間

1日
（土）
10：00～15：00
4名

定員

舞台は、2075年のシアトル。 それは簡単
なワンナイト・ビズだったはずが……。

間もなく発売のサイバーパンク＆ファンタ ■ゲスト：
ジー RPG『 シャドウラン 5th Edition』を遊 朱鷺田祐介
ぶプレミアム・セッションは、『Role&Roll』 ■参加方法：
記事と連動した読者参加型イベントです。まず、 事前募集
あなたの希望に合わせたシャドウランナーを （当日参加枠なし）
朱鷺田祐介が設計します。 第四版のキャラ
からのコンバートもあり。 記事化の際には、
イラストも作成されます。

『トーキョーN◎VA THE AXLERATION』プレミアムセッション
主催：アークライト 協力：F.E.A.R.、KADOKAWA
場所

本館2F 吉祥②③

料金

5,000円

菊池たけし！
ご用意するのは、「 他言無用なここだけの
話なトークショー」に、ゲーマーのみなさん
のための「 ミニゲーム」！ 当然、ゲームに勝
てば「超豪華な粗品」も進呈だ！
キミの参加を待っている！

『トーキョーN◎VA』のデザイナー鈴吹太郎
がルーラー
（RL）を務める
『トーキョーN◎VA
THE AXLERATION』のプレミアムセッショ
ン。

というわけで今年もやります、バスツアー !!
TRPGフェスティバル……その開会式すら
行なわれる前から、あなたのイベントは始ま
ります！ この魅惑の3時間、お相手するのは

■ゲスト：菊池たけし、ほか
■参加方法：事前募集（詳細は公式サイトを
ご確認ください）

※本イベントは、事前に募集された参加者の
方のみのイベントになります。
※食事時間を含んでいるため、途中1時間の
食事休憩が挟まる予定です。

時間
定員

1日
（土）
17：00～23：00
4名

■参加方法：事前募集（当日参加枠なし）

その他

その他

ようこそ、魅惑と享楽に満ちたTRPGバス
ツアーへ。
ふふふ、このバスに乗り入れたキミは実に
運がいい。 これからの180分、あなたの目は
あなたの身体を離れて、この不思議な時間の
中に入っていくのです―――。
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4名

定員

２日（日）

２日（日）

F.E.A.R.バスツアー
（東京駅～大野屋） 時間

5,000円

１日
（土）

１日
（土）

冒険企画局の桜葉星菜。がバスガイドとして、 ■ゲスト：桜葉星菜。
参加者の皆様をTRPGフェスまでエスコート ■参加方法：事前募集（詳細は公式サイトを
する、スペシャルツアー。
ご確認ください）

料金

31日
（金）
18：00～24：00

日
（金）

TR

日
（金）

31

018

開催イベント

本館2F 吉祥②③

時間

リザーブ

リザーブ

『トーキョーN◎VA THE AXLERATION』プレミアムセッション

■ゲスト：鈴吹太郎
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MEMO

#TRPGフェス

ゲスト別イベントリスト

TRPGフェスティバルのイベ
ントを各ゲストごとにまとめ
ました。

※記載されている情報は予定のものです。 当日、予告なく変更される場合があります。
あらかじめご了承ください。
開催時間

頁数

秋田みやび

ゲスト名

ソード・ワールド2.5 トークショー

1日（土）14：00～15：00

P73

アクタビン

ようこそ、パスファインダー協会日本支部へ

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P49

史上最大！異世界横断ウルトラクライン

31日 (金 ) ～1日 (土 )

Role&Roll新作発表会

2日 (日 )14:30～16：00

P89

TRPGセッション with F.E.A.R.

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P46

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P60
P71
P86

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P47

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P60
P71
P86

芥邉雨龍
田中信二
犬憑ケンヂ
いのうえゆうき

イベント名

『クトゥルフ神話 TRPG』ショートセッション
インコグ・ラボコン
『クトゥルフ神話 TRPG』ショートセッション

内山靖二郎

P68

P63

深夜のサバト――探索者お断り！

31日 (金 ) ～1日 (土 )

遠藤卓司

TRPGセッション with F.E.A.R.

31日 (金 ) ～2日 (日 )

大畑顕

TRPGセッション with F.E.A.R.

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P46

岡和田晃

Role&Roll新作発表会

2日 (日 )14:30～16：00

P89

かかお猫

インコグ・ラボコン

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P47

カナイセイジ

ホテル大野屋屋上セッション ニコニコ生放送

31日 (金 )

P54

神谷涼

インコグ・ラボコン

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P47

TRPGセッション with F.E.A.R.

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P46
P89
P76

からすば晴
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P52

P80
P46

Role&Roll新作発表会

2日 (日 )14:30～16：00

河嶋陶一朗

冒険企画局トークショー

1日 (土 )15:30～16:30

河野裕

新作脱出ボードゲームを誰よりも早く遊ぶ会

31日 (金 ) ～2日 (日 )

河端ジュン一

ソード・ワールド2.5 トークショー

1日（土）14：00～15：00

P73

川人忠明

ソード・ワールド2.5 トークショー

1日（土）14：00～15：00

P73

神無月ゾロメ

インコグ・ラボコン

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P47

P57
P68
P84
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ゲスト名

開催時間

頁数

F.E.A.R.深夜のトークショー Part1

31日 (金 ) 24:30～25:30

P62

F.E.A.R.深夜のトークショー Part2

1日 (土 ) 24:00～25:00

P79

新・菊池たけしとゆかいな仲間たち

2日（日）14:00～15:00

P88

ソード・ワールド2.5 リンクセッション

1日 (土 ) 17:00～23:00

P76

ソード・ワールド2.5 トークショー

1日（土）14：00～15：00

P73

ドラゴンを倒せ！ 2018

2日（日）11:00～13:00

P87

ソード・ワールド2.5 トークショー

1日（土）14：00～15：00

P73

ドラゴンを倒せ！ 2018

2日（日）11:00～13:00

P87

桐部ゆき

インコグ・ラボコン

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P47

銀河アズマ

ようこそ、パスファインダー協会日本支部へ

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P49

TRPGセッション with F.E.A.R.

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P46

F.E.A.R.深夜のトークショー Part1

31日 (金 ) 24:30～25:30

P62

F.E.A.R.深夜のトークショー Part2

1日 (土 ) 24:00～25:00

P79

31日 (金 )20:00～25:00

P60

1日（土）09：00～15：00

P65

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P48

『クトゥルフ神話 TRPG』ショートセッション

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P60
P71
P86

『クトゥルフ神話 TRPG』オフィシャルセッション

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P48

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P60
P71
P86

深夜のサバト――探索者お断り！

31日 (金 ) ～1日 (土 )

P63
P80

菊池たけし

北沢慶

清松みゆき

久保田悠羅

倉樫澄人

イベント名

『サムライブレイド TRPG』ドレコパーティ
第2回ロール＆ロール公認 GMコンベンション
『クトゥルフ神話 TRPG』オフィシャルセッション

黒瀬仁

小泉勇斗

小太刀右京

小林正親

サイトウケンジ

齋藤高吉

古町みゆき
坂本雅之
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『クトゥルフ神話 TRPG』ショートセッション

ゲスト名

イベント名

開催時間

頁数

歌風部屋 オフィシャルセッション

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P49

歌風部屋 トークショー＆サイン会

1日 (土 )16:00～18:00

P76

TRPGセッション with F.E.A.R.

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P46

三遊亭楽天のTRPG落語

31日 (金 ) ～1日 (土 )

ホテル大野屋屋上セッション ニコニコ生放送

31日 (金 )18：00～21：00

P54

インコグ・ラボコン

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P47

周防

インコグ・ラボコン

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P47

杉本＝ヨハネ

GMマガジン＆ウォーロックマガジン編集長対談

1日 (土 )22:30～23：00

P79

沙千華
三枝チャージ
三遊亭楽天
清水三毛

鈴吹太郎

ずんだ

瀬戸エイジ

瀧里フユ
（どらこにあん)

立花圭一

P51
P64

F.E.A.R.深夜のトークショー Part1

31日 (金 ) 24:30～25:30

P62

F.E.A.R.深夜のトークショー Part2

1日 (土 ) 24:00～25:00

P79

新・菊池たけしとゆかいな仲間たち

2日（日）14:00～15:00

P88

『トーキョー N◎ VA THE AXLERATION』
プレミアムセッション

31日 (金 ) ～1日 (土 )

P91

ようこそ、パスファインダー協会日本支部へ

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P49

『クトゥルフ神話 TRPG』オフィシャルセッション

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P48

『クトゥルフ神話 TRPG』ショートセッション

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P60
P71
P86

黒絢のアヴァンドナー＆銀剣のステラナイツ

31日 (金 ) ～2日 (日 )

『クトゥルフ神話 TRPG』オフィシャルセッション

31日 (金 ) ～2日 (日 )

『クトゥルフ神話 TRPG』ショートセッション

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P55
P69
P83
P48
P60
P71
P86

TRPGセッション with F.E.A.R.

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P46

田中公侍

ソード・ワールド2.5 トークショー

1日（土）14：00～15：00

P73

Role&Roll新作発表会

2日 (日 )14:30～16：00

P89

丹藤武敏

TRPGセッション with F.E.A.R.

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P46

歌風部屋 オフィシャルセッション

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P49

R.CON

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P48

歌風部屋 トークショー＆サイン会

1日 (土 )16:00～18:00

P76

深夜の深淵コン

31日 (金 )19:00～25:00

P59

Role&Roll新作発表会

2日 (日 )14:30～16：00

P89

シャドウランを語る：第六世界の歩き方

1日（土）15:00～17:00

P74

31日 (金 )24:15～25:30

P62

1日（土）10：00～15：00

P91

サイトウケンジ×齋藤高吉
Ｗサイトウトークショー

31日 (金 )24:15～25:30

P62

冒険企画局トークショー

1日 (土 )15:30～16:30

P76

Role&Roll新作発表会

2日 (日 )14:30～16：00

P89

冒険企画局トークショー

1日 (土 )15:30～16:30

P76

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P48

サイトウケンジ×齋藤高吉
ショー

Ｗサイトウト ー ク

『クトゥルフ神話 TRPG』オフィシャルセッション

朱鷺田祐介

友野詳
西上柾

『シャドウラン5th Edition』プレミアム・セッション

ゲーム＆ミード 深夜の試飲会＠グリュック 2018 1日（土）24：30～26：30

P80

Role&Roll新作発表会

2日 (日 )14:30～16：00

P89

熱海でも怖い話をしませんか 2018

31日 (金 )23:00～24:30

P61

R.CON

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P48

シャドウランを語る：第六世界の歩き方

1日（土）15:00～17:00

P74

Role&Roll新作発表会

2日 (日 )14:30～16：00

P89
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ゲスト名

イベント名

開催時間

頁数

ハシダシュンスケ インコグ・ラボコン

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P47

林啓太

TRPGセッション with F.E.A.R.

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P46

R.CON

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P48

Role&Roll新作発表会

2日 (日 )14:30～16：00

P89

インコグ・ラボコン

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P47

Role&Roll新作発表会

2日 (日 )14:30～16：00

P89

番棚葵
備前伸光
平野累次
廣川愛美
藤田史人

ベーテ・有理・黒崎

水野良
美々宇なぎ
三輪清宗

冒険企画局トークショー

1日 (土 )15:30～16:30

P76

歌風部屋 オフィシャルセッション

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P49

歌風部屋 トークショー＆サイン会

1日 (土 )16:00～18:00

P76

TRPGセッション with F.E.A.R.

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P46

冒険 LARP From SW2.0LARP

31日 (金 )19:00～24:00

P58

ソード・ワールド2.5 トークショー

1日（土）14：00～15：00

P73

チュートリアル LARP From SW2.0LARP①

1日（土）10：00～13：00

P70

チュートリアル LARP From SW2.0LARP②

2日（日）09：00～12：00

P82

チュートリアル LARP SW2.0LARP③

2日（日）12：00～15：00

P88

ロードス島戦記 RPGトークショー

2日 (日 )11：00～14：00

P87

歌風部屋 オフィシャルセッション

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P49

歌風部屋 トークショー＆サイン会

1日 (土 )16:00～18:00

P76

TRPGセッション with F.E.A.R.

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P46

Role&Roll新作発表会

2日 (日 )14:30～16：00

P89

GENCON報告トークショー＆オールドスクールRPGを語る会 31日 (金 )19:00～22:00

P58

ロードス島戦記 RPGトークショー

31日 (金 )24:00～25:00

P61

GMマガジン＆ウォーロックマガジン編集長対談

1日 (土 )22:30～23：00

P79

ドラゴンを倒せ！ 2018

2日（日）11:00～13:00

P87

歌風部屋 オフィシャルセッション

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P49

歌風部屋 トークショー＆サイン会

1日 (土 )16:00～18:00

P76

RAP

インコグ・ラボコン

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P47

力造

Role&Roll新作発表会

2日 (日 )14:30～16：00

P89

冒険 LARP From SW2.0LARP

31日 (金 )19:00～24:00

P58

チュートリアル LARP From SW2.0LARP①

1日（土）10：00～13：00

P70

チュートリアル LARP From SW2.0LARP②

2日（日）09：00～12：00

P82

チュートリアル LARP SW2.0LARP③

2日（日）12：00～15：00

P88

31日 (金 ) ～2日 (日 )

P55
P71

安田均

柳井遼

笠 竜海

Lord_Phantasm 『歯車の塔の探空士』作者 GMセッション
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P83

ゲーム別イベントリスト

TRPGフェスティバルのイベ
ントを各ゲームごとにまとめ
ました。

※記載されている情報は予定のものです。 当日、予告なく変更される場合があります。
あらかじめご了承ください。

ゲーム名

開催時間

整理券配布時間

［C1］
グループSNE
公式セッション

イベント名

31日（金）
18：00～24：00

事前予約のみ

1,000G P47

［C2］
グループSNE
アドバンスト・ファイティング・ 公式セッション
ファンタジー第二版
［C3］
グループSNE

1日（土）
10：00～15：00

31日（金）
21：00
（い）

1,000G P47

1日（土）
17：00～23：00

1日（土）
10：30
（う）

1,000G P47

2日（日）
09：00～14：00

1日（土）
15：30
（え）

1,000G P47

[A1]TRPGセッション
with F.E.A.R.

31日（金）
18：00～24：00

事前予約のみ

1,000G P46

[A2]TRPGセッション
with F.E.A.R.

1日（土）
10：00～15：00

31日（金）
21：00
（い）

1,000G P46

[A3]TRPGセッション
with F.E.A.R.

1日（土）
17：00～23：00

1日（土）
10：30
（う）

1,000G P46

[A4]TRPGセッション
with F.E.A.R.

2日（日）
09：00～14：00

1日（土）
15：30
（え）

1,000G P46

[A1]TRPGセッション
with F.E.A.R.

31日（金）
18：00～24：00

事前予約のみ

1,000G P46

[A2]TRPGセッション
with F.E.A.R.

1日（土）
10：00～15：00

31日（金）
21：00
（い）

1,000G P46

[A3]TRPGセッション
with F.E.A.R.

1日（土）
17：00～23：00

1日（土）
10：30
（う）

1,000G P46

[A4]TRPGセッション
with F.E.A.R.

2日（日）
09：00～14：00

1日（土）
15：30
（え）

1,000G P46

［F1］歌風部屋
オフィシャルセッション

31日（金）
20：00～24：00

事前予約のみ

1,000G P49

［F2］歌風部屋
うたの魔法と小さな剣のRPG オフィシャルセッション
ウタカゼ・メルヒェン
［F3］歌風部屋
オフィシャルセッション

1日（土）
10：00～15：00

31日（金）
21：00
（い）

1,000G P49

1日（土）
19：00～24：00

1日（土）
10：30
（う）

1,000G P49

［F4］歌風部屋
オフィシャルセッション

2日（日）
10：00～12：00

1日（土）
15：30
（え）

1,000G P49

[A1]TRPGセッション
with F.E.A.R.

31日（金）
18：00～24：00

事前予約のみ

1,000G P46

[A2]TRPGセッション
with F.E.A.R.

1日（土）
10：00～15：00

31日（金）
21：00
（い）

1,000G P46

公式セッション

［C4］
グループSNE
公式セッション

アリアンロッドRPG 2E
改訂版

異界戦記カオスフレア
Second Chapter

英雄武装RPG
コード：レイヤード

料金

頁数
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ゲーム名
英雄武装RPG
コード：レイヤード

銀剣のステラナイツ

禁書封印譚
ブラインド・ミトスRPG

クトゥルフ神話TRPG

イベント名

開催時間

整理券配布時間

[A3]TRPGセッション
with F.E.A.R.

1日（土）
17：00～23：00

1日（土）
10：30
（う）

1,000G P46

[A4]TRPGセッション
with F.E.A.R.

2日（日）
09：00～14：00

1日（土）
15：30
（え）

1,000G P46

［D1］
R.CON

31日（金）
18：00～24：00

事前予約のみ

1,000G P48

P55
P69
P83

［D2］
R.CON

1日（土）
10：00～15：00

31日（金）
21：00
（い）

1,000G P48

［D3］
R.CON

1日（土）
17：00～23：00

1日（土）
10：30
（う）

1,000G P48

黒絢のアヴァンドナー＆
銀剣のステラナイツ

ゴーストハンター03

整理券配布時間

1日（金）
09：00～15：00

1日（土）08:50

東館2F シーサイド２前廊下

料金

頁数

500G

P65

事前予約のみ

1,000G P47

［C2］グループSNE
公式セッション

1日（土）
10：00～15：00

31日（金）
21：00
（い）

1,000G P47

［D4］
R.CON

2日（日）
09：00～14：00

1日（土）
15：30
（え）

1,000G P48

［C3］グループSNE
公式セッション

1日（土）
17：00～23：00

1日（土）
10：30
（う）

1,000G P47

『シャドウラン5th Edition』
プレミアム・セッション

1日（土）
10：00～15：00

事前予約のみ

5,000円 P91

［C4］グループSNE
公式セッション

2日（日）
09：00～14：00

1日（土）
15：30
（え）

1,000G P47

31日(金)
19：00～25：00

―

500円～
P59
1000円

［E1］
『クトゥルフ神話TRPG』
31日（金）
オフィシャルセッション
18：00～24：00

事前予約のみ

1,000G P48

［D1］
R.CON

31日（金）
18：00～24：00

事前予約のみ

1,000G P48

［E2］
『クトゥルフ神話TRPG』
1日（土）
オフィシャルセッション
10：00～15：00

31日（金）
21：00
（い）

1,000G P48

1日（土）
10：00～15：00

31日（金）
21：00
（い）

1,000G P48

［E3］
『クトゥルフ神話TRPG』
1日（土）
オフィシャルセッション
17：00～23：00

1日（土）
10：30
（う）

1,000G P48

［D2］
R.CON
神聖課金RPG
ディバイン・チャージャー（仮）
［D3］
R.CON

1日（土）
17：00～23：00

1日（土）
10：30
（う）

1,000G P48

［E4］
『クトゥルフ神話TRPG』
2日（日）
オフィシャルセッション
09：00～14：00

1日（土）
15：30
（え）

1,000G P48

［D4］
R.CON

2日（日）
09：00～14：00

1日（土）
15：30
（え）

1,000G P48

500G

P60
P71
P86

シャドウラン
5th Edition

深淵

聖珠伝説
パールシード

深夜の深淵コン

第2回ロール＆ロール
公認GMコンベンション

1日（金）
09：00～15：00

1日（土）08:50

東館2Fシーサイド２前廊下

500G

P65

ふらっとTRPGコーナー 31日（金）～２日（日）

―

無料

P58
P66
P82

［C1］
グループSNE
公式セッション

31日（金）
18：00～24：00

事前予約のみ

1,000G P47

ふらっとTRPGコーナー 31日（金）～２日（日）

―

無料

P58
P66
P82

［C2］
グループSNE
公式セッション

1日（土）
10：00～15：00

31日（金）
21：00
（い）

1,000G P47

1,000G P47

［C3］
グループSNE
公式セッション

1日（土）
17：00～23：00

1日（土）
10：30
（う）

1,000G P47

［C4］
グループSNE
公式セッション

2日（日）
09：00～14：00

1日（土）
15：30
（え）

1,000G P47

［C1］グループSNE
公式セッション

31日（金）
18：00～24：00

事前予約のみ

［C2］グループSNE
公式セッション

1日（土）
10：00～15：00

31日（金）
21：00
（い）

1,000G P47

［C3］グループSNE
公式セッション

1日（土）
17：00～23：00

1日（土）
10：30
（う）

1,000G P47

第2回ロール＆ロール
公認GMコンベンション

1日（金）
09：00～15：00

［C4］グループSNE
公式セッション

2日（日）
09：00～14：00

1日（土）
15：30
（え）

1,000G P47

ソード・ワールド2.5
リンクセッション

1日（金）
17：00～23：00

―

1,000G P77

ソード・ワールド2.5

ふらっとTRPGコーナー 31日（金）～２日（日）

―

無料

黒絢のアヴァンドナー

黒絢のアヴァンドナー＆
銀剣のステラナイツ

―

1,000G

P55
P69
P83
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開催時間

31日（金）
18：00～24：00

ご近所メルヒェンRPG
ピーカーブー

サムライブレイドTRPG

サムライブレイドTRPG

イベント名
第2回ロール＆ロール
公認GMコンベンション

［C1］グループSNE
公式セッション

P58
P66
P82

The Fifteen

ゲーム名

―

事前予約＆参加抽選券を
31日（金）～2日（日）「ル ル イ エ の 館」に て 配
布。
事前予約可。

1,000G

頁数

31日（金）～1日（土）

『クトゥルフ神話TRPG』
ショートセッション

現代忍術バトルRPG
シノビガミ -忍神-

料金

31日（金）～1日（土）

ふらっとTRPGコーナー 31日（金）～２日（日）
『サムライブレイド
TRPG』ドレコパーティ

31日(金)
20：00～25：00

―
―

無料

P58
P66
P82

1,000G P60

ダークソウルTRPG

1日（土）08:50

東館2F シーサイド２前廊下

500G

P65

［C1］
グループSNE
公式セッション

31日（金）
18：00～24：00

事前予約のみ

1,000G P47

［C2］
グループSNE
公式セッション

1日（土）
10：00～15：00

31日（金）
21：00
（い）

1,000G P47

［C3］
グループSNE
公式セッション

1日（土）
17：00～23：00

1日（土）
10：30
（う）

1,000G P47

［C4］
グループSNE
公式セッション

2日（日）
09：00～14：00

1日（土）
15：30
（え）

1,000G P47
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ゲーム名
ダブルクロス
The 3rd Edition
ダンジョンズ＆ドラゴンズ

小さな勇者のRPG
ウタカゼ

チェンジアクションRPG
マージナルヒーローズ

デモンパラサイト

トーキョーN◎VA
THE AXLERATION

トーキョーナイトメア

常夜国騎士譚RPG
ドラクルージュ

イベント名

開催時間

整理券配布時間

第2回ロール＆ロール
公認GMコンベンション

1日（金）
09：00～15：00

1日（土）
08:50

『ダンジョンズ＆ドラゴンズ』
31日（金）～2日（日）
体験コーナー

東館2F シーサイド２前廊下

―

頁数

500G

P65

無料

P39

ゲーム名

トワイライトガンスモーク

イベント名

開催時間

整理券配布時間

[A2]TRPGセッション
with F.E.A.R.

1日（土）
10：00～15：00

31日（金）
21：00
（い）

料金

頁数

1,000G P46

[A3]TRPGセッション
with F.E.A.R.

1日（土）
17：00～23：00

1日（土）
10：30
（う）

1,000G P46

[A4]TRPGセッション
with F.E.A.R.

2日（日）
09：00～14：00

1日（土）
15：30
（え）

1,000G P46

［F1］歌風部屋
オフィシャルセッション

31日（金）
20：00～24：00

事前予約のみ

1,000G P49

［F2］歌風部屋
オフィシャルセッション

1日（土）
10：00～15：00

31日（金）
21：00
（い）

1,000G P49

［C1］
グループSNE
公式セッション

31日（金）
18：00～24：00

事前予約のみ

1,000G P47

［F4］歌風部屋
オフィシャルセッション

2日（日）
10：00～12：00

1日（土）
15：30
（え）

1,000G P49

［C2］
グループSNE
公式セッション

1日（土）
10：00～15：00

31日（金）
21：00
（い）

1,000G P47

[A1]TRPGセッション
with F.E.A.R.

31日（金）
18：00～24：00

事前予約のみ

1,000G P46

［C3］
グループSNE
公式セッション

1日（土）
17：00～23：00

1日（土）
10：30
（う）

1,000G P47

[A2]TRPGセッション
with F.E.A.R.

1日（土）
10：00～15：00

31日（金）
21：00
（い）

1,000G P46

［C4］
グループSNE
公式セッション

2日（日）
09：00～14：00

1日（土）
15：30
（え）

1,000G P47

[A3]TRPGセッション
with F.E.A.R.

1日（土）
17：00～23：00

1日（土）
10：30
（う）

1,000G P46

ドラゴンを倒せ！
2018

2日（日）
11：00～13：00

―

無料

P47

[A4]TRPGセッション
with F.E.A.R.

2日（日）
09：00～14：00

1日（土）
15：30
（え）

1,000G P46

第2回ロール＆ロール
公認GMコンベンション

1日（金）
09：00～15：00

『トーキョーN◎VA THE AXLERATION』
プレミアムセッション

31日（金）
18：00～24：00

事前予約のみ

5,000円 P91

『トーキョーN◎VA THE AXLERATION』
プレミアムセッション

1日（土）
17：00～23：00

事前予約のみ

5,000円 P91

［G1］ようこそ、パスファ
インダー協会日本支部へ

31日（金）
18：00～24：00

事前予約のみ

1,000G P49

[A1]TRPGセ ッ シ ョ ン
with F.E.A.R.

31日（金）
18：00～24：00

事前予約のみ

1,000G P46

［G2］ようこそ、パスファ
インダー協会日本支部へ

1日（土）
10：00～15：00

31日（金）
21：00
（い）

1,000G P49

[A2]TRPGセ ッ シ ョ ン
with F.E.A.R.

1日（土）
10：00～15：00

31日（金）
21：00
（い）

1,000G P46

［G3］ようこそ、パスファ
インダー協会日本支部へ

1日（土）
17：00～23：00

1日（土）
10：30
（う）

1,000G P49

[A3]TRPGセ ッ シ ョ ン
with F.E.A.R.

1日（土）
17：00～23：00

1日（土）
10：30
（う）

1,000G P46

［G4］ようこそ、パスファ
インダー協会日本支部へ

2日（日）
09：00～14：00

1日（土）
15：30
（え）

1,000G P49

[A4]TRPGセ ッ シ ョ ン
with F.E.A.R.

2日（日）
09：00～14：00

1日（土）
15：30
（え）

1,000G P46

[A1]TRPGセッション
with F.E.A.R.

31日（金）
18：00～24：00

事前予約のみ

1,000G P46

［B1］インコグ・ラボコン

31日（金）
18：00～24：00

事前予約のみ

1,000G P47

[A2]TRPGセッション
with F.E.A.R.

1日（土）
10：00～15：00

31日（金）
21：00
（い）

1,000G P46

［B2］インコグ・ラボコン

1日（土）
10：00～15：00

31日（金）
21：00
（い）

1,000G P47

[A3]TRPGセッション
with F.E.A.R.

1日（土）
17：00～23：00

1日（土）
10：30
（う）

1,000G P46

［B3］インコグ・ラボコン

1日（土）
17：00～23：00

1日（土）
10：30
（う）

1,000G P47

[A4]TRPGセッション
with F.E.A.R.

2日（日）
09：00～14：00

1日（土）
15：30
（え）

1,000G P46

［B4］インコグ・ラボコン

2日（日）
09：00～14：00

1日（土）
15：30
（え）

1,000G P47

第2回ロール＆ロール
公認GMコンベンション

1日（金）
09：00～15：00

1日（土）
08:50

東館2F シーサイド２前廊下

トリニティセブンRPG

新作「トリニティセブンRPG」
31日（金）～1日（土） 本館2F 瑞雲
1回目のセッション開始30分前
体験会

トワイライトガンスモーク

[A1]TRPGセッション
with F.E.A.R.
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料金

31日（金）
18：00～24：00

事前予約のみ

500G

P65

トンネル＆トロールズ
完全版

のびのびTRPG
スチームパンク

ふらっとTRPGコーナー 31日（金）～２日（日）

―

無料

P58
P66
P82

のびのびTRPG ザ・ホラー

ふらっとTRPGコーナー 31日（金）～２日（日）

―

無料

P58
P66
P82

『歯車の塔の探空士』
31日（金）～２日（日）
作者GMセッション

―

1,000G

P55
P71
P83

歯車の塔の探空士

パスファインダーRPG

無料

P53
P68

1,000G P46

バディアクションRPG
ガーデンオーダー

パラノイアTRPG
ふしぎもののけRPG
ゆうやけこやけ

パラノイアTRPG：
公式セッション
［B1］インコグ・ラボコン

1日（土）8:50

東館2F シーサイド２前廊下

31日
（金）
～1日
（土）

―

31日（金）
18：00～24：00

事前予約のみ

500G

P65

1,000G

P55
P77

1,000G P47
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ゲーム名

ふしぎもののけRPG
ゆうやけこやけ

武装伝奇RPG 神我狩

フルメタル・パニック！ RPG
完全版

イベント名

開催時間

整理券配布時間

［B2］インコグ・ラボコン

1日（土）
10：00～15：00

31日（金）
21：00
（い）

［B3］インコグ・ラボコン

1日（土）
17：00～23：00

［B4］インコグ・ラボコン

イベント名

開催時間

整理券配布時間

料金

頁数

1,000G P47

魔道書大戦RPG
マギカロギア

マギカロギア大型レイド
～熱海魔法戦線～

1日（土）
15：00～21：00

―

無料

P75

1日（土）
10：30
（う）

1,000G P47

マルチジャンル・ホラーRPG
インセイン

ふらっとTRPGコーナー 31日（金）～２日（日）

―

無料

P58
P66
P82

2日（日）
09：00～14：00

1日（土）
15：30
（え）

1,000G P47

[A1]TRPGセッション
with F.E.A.R.

31日（金）
18：00～24：00

事前予約のみ

1,000G P46

［D1］R.CON

31日（金）
18：00～24：00

事前予約のみ

1,000G P48

[A2]TRPGセッション
with F.E.A.R.

1日（土）
10：00～15：00

31日（金）
21：00
（い）

1,000G P46

［D2］R.CON

1日（土）
10：00～15：00

31日（金）
21：00
（い）

1,000G P48

[A3]TRPGセッション
with F.E.A.R.

1日（土）
17：00～23：00

1日（土）
10：30
（う）

1,000G P46

［D3］R.CON

1日（土）
17：00～23：00

1日（土）
10：30
（う）

1,000G P48

[A4]TRPGセッション
with F.E.A.R.

2日（日）
09：00～14：00

1日（土）
15：30
（え）

1,000G P46

［D4］R.CON

2日（日）
09：00～14：00

1日（土）
15：30
（え）

1,000G P48

第2回ロール＆ロール
公認GMコンベンション

1日（金）
09：00～15：00

ふらっとTRPGコーナー

31日（金）
～２日（日）

―

[A1]TRPGセッション
with F.E.A.R.

31日（金）
18：00～24：00

事前予約のみ

1,000G P46

[A2]TRPGセッション
with F.E.A.R.

1日（土）
10：00～15：00

31日（金）
21：00
（い）

1,000G P46

[A3]TRPGセッション
with F.E.A.R.

1日（土）
17：00～23：00

1日（土）
10：30
（う）

1,000G P46

[A4]TRPGセッション
with F.E.A.R.

2日（日）
09：00～14：00

1日（土）
15：30
（え）

1,000G P46

［B1］インコグ・ラボコン

31日（金）
18：00～24：00

事前予約のみ

1,000G P47

［B2］インコグ・ラボコン

1日（土）
10：00～15：00

31日（金）
21：00
（い）

1,000G P47

［B3］インコグ・ラボコン

1日（土）
17：00～23：00

1日（土）
10：30
（う）

1,000G P47

［B4］インコグ・ラボコン

2日（日）
09：00～14：00

1日（土）
15：30
（え）

1,000G P47

平安幻想夜話 鵺鏡

ホラーアクションRPG
ブラッドムーン

魔界戦記ディスガイア
TRPG

魔道書大戦RPG
マギカロギア
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ふらっとTRPGコーナー 31日（金）～２日（日）

―

料金

無料

無料

頁数

ゲーム名

メタリック
ガーディアンRPG

P58
P66
P82

P58
P66
P82

モダンファンタジーRPG
獸ノ森

モノトーンミュージアム
RPG

1日（土）08:50

東館2F シーサイド２前廊下

500G

P65

［D1］
R.CON

31日（金）
18：00～24：00

事前予約のみ

1,000G P48

［D2］
R.CON

1日（土）
10：00～15：00

31日（金）
21：00
（い）

1,000G P48

［D3］
R.CON

1日（土）
17：00～23：00

1日（土）
10：30
（う）

1,000G P48

［D4］
R.CON

2日（日）
09：00～14：00

1日（土）
15：30
（え）

1,000G P48

[A1]TRPGセ ッ シ ョ ン
with F.E.A.R.

31日（金）
18：00～24：00

事前予約のみ

1,000G P46

[A2]TRPGセ ッ シ ョ ン
with F.E.A.R.

1日（土）
10：00～15：00

31日（金）
21：00
（い）

1,000G P46

[A3]TRPGセ ッ シ ョ ン
with F.E.A.R.

1日（土）
17：00～23：00

1日（土）
10：30
（う）

1,000G P46

[A4]TRPGセ ッ シ ョ ン
with F.E.A.R.

2日（日）
09：00～14：00

1日（土）
15：30
（え）

1,000G P46

［D1］
R.CON

31日（金）
18：00～24：00

事前予約のみ

1,000G P48

［D2］
R.CON

1日（土）
10：00～15：00

31日（金）
21：00
（い）

1,000G P48

ログ・ホライゾンTRPG

［D1］R.CON

31日（金）
18：00～24：00

事前予約のみ

1,000G P48

［D3］
R.CON

1日（土）
17：00～23：00

1日（土）
10：30
（う）

1,000G P48

［D2］R.CON

1日（土）
10：00～15：00

31日（金）
21：00
（い）

1,000G P48

［D4］
R.CON

2日（日）
09：00～14：00

1日（土）
15：30
（え）

1,000G P48

［D3］R.CON

1日（土）
17：00～23：00

1日（土）
10：30
（う）

1,000G P48

［D4］R.CON

2日（日）
09：00～14：00

1日（土）
15：30
（え）

1,000G P48

ふらっとTRPGコーナー 31日（金）～２日（日）

―

無料

P58
P66
P82
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冒険の記録 1日目 8月31日
（金）

参加したイベントの感想など

#TRPGフェス

スケジュール
15：00
16：00
17：00
18：00
19：00
20：00
21：00
22：00
23：00
24：00
25：00
26：00
27：00

104

105

冒険の記録 2日目 9月2日
（土）

参加したイベントの感想など

#TRPGフェス

スケジュール
7：00
8：00
9：00
10：00
11：00
12：00
13：00
14：00
15：00
16：00
17：00

106

107

冒険の記録 2日目 9月1日
（土）

参加したイベントの感想など

#TRPGフェス

スケジュール
17：00
18：00
19：00
20：00
21：00
22：00
23：00
24：00
25：00
26：00
27：00

108

109

冒険の記録 3日目 9月2日
（日）

参加したイベントの感想など

#TRPGフェス

スケジュール
7：00
8：00
9：00
10：00
11：00
12：00
13：00
14：00
15：00
16：00
17：00
18：00
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111

冒険の記録 まとめ

112

参加したイベントの感想など

#TRPGフェス

113

2018
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