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山村高淑（北海道大学観光学高等研究センター）
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『アニ玉祭（アニメ・マンガまつり in 埼玉）』
大宮ソニックシティ 4 階国際会議室
主催：埼玉県、公益財団法人埼玉県産業文化センター
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秩父市×『あの花』タイアップの経緯とその後の展開

年月

主な出来事

2010 年
7月
8 月〜10 月

秩父アニメツーリズム実行委員会を組織（秩父市観光課を中心に）
。
「銀河鉄道９９９ in 秩父」開催（主催：秩父アニメツーリズム実行委員会、共催：秩
父市、西武鉄道株式会社、秩父鉄道株式会社）。

2011 年
4 月〜6 月
4月

5月

6月

7月

8月

9月

フジテレビ・ノイタミナほかで TV 放送。
5 日、
『あの花』＆「西武鉄道」コラボ第 1 弾（西武池袋線・西武新宿線のすべての駅
に、「あの花」のポスター）。
11 日、
『あの花』＆「西武鉄道」コラボ第 2 弾（西武新宿線に「あの花」のポスター）。
15 日、
『あの花』＆「西武鉄道」コラボ第 3 弾（西武鉄道の「スマイルビジョン」に「あ
の花」の映像）。
15 日、
『あの花』＆「西武鉄道」コラボ第 4 弾（西武線の全車両（一部、特急電車およ
び 4000 系車両を除く）にあの花の「中吊り広告」
）。
22 日、
『あの花』＆「西武鉄道」コラボ第 5 弾（西武池袋駅の 1 階に「あの花」のポス
ター）。
24 日、埼玉新聞「月刊サイタマニア」に「あの花」特集。
2 日、
『あの花』＆「西武鉄道」コラボ第 6 弾（西武池袋線に「あの花」のラッピング
トレイン）。
3 日、ほっとすぽっと秩父館に『あの花』ノート、ポスターなど設置。
17 日、
『あの花』＆「西武鉄道」コラボ第 7 弾（西武線の全車両（一部、特急電車およ
び 4000 系車両を除く）にあの花の「中吊り広告」
（新デザイン））。
20 日〜6 月 26 日、
『あの花』×Pasela（カラオケ）コラボメニュー販売。
24 日〜、『あの花』街灯フラッグ 550 枚を街中に掲出。
3 日〜7 月 7 日、超平和バスターズの「秘密基地」展示。会場：渋谷パルコパート 1。
その後、秋葉原・大阪・名古屋・お台場で展示。
6 日、道の駅龍勢会館に『あの花』コーナ展示開始（場所：秩父市吉田龍勢会館）。
10 日、17 日、24 日、
「ノイタミナ×MANGART BEAMS T」プロジェクトにて『あ
の花』T シャツ発売。
26 日、埼玉新聞「サイタマニア」に『あの花』特集と巡礼マップ保存版掲載。
29 日、Blu-ray&DVD 第 1 巻発売。
23 日〜9 月 11 日、アニメ「あの花」in 秩父キャンペーン開催（主催：秩父アニメツ
ーリズム実行委員会、共催：秩父市、西武鉄道株式会社、秩父鉄道株式会社）。
23 日〜31 日、聖地七夕イベント『超平和バスターズ』の願いよ届け！（
「アニメ 『あ
の花』in 秩父キャンペーン」の一環）、短冊募集 1,304 枚。参加者にはオリジナルクリ
アファイルプレゼント。
8 月 6 日〜7 日、
「あの花」七夕飾りを市内７カ所に掲出。
23 日、聖地巡礼マップ「めんまのおねがいさがし in ちちぶ 舞台探訪」40,000 部作
成・配布開始。
25 日、小説版「あの花」上巻発売。
27 日、Blu-ray&DVD 第 2 巻発売。
1 日〜9 月 11 日、聖地巡礼イベント「
『あの花』聖地巡礼〜めんまの願いを叶えよう〜」
（「アニメ 『あの花』 in 秩父キャンペーン 」の一環）
。
聖地巡礼ラリーステージ 1：1,415 人、聖地巡礼ラリーステージ 2：1,462 人、聖地巡
礼ラリーステージ 3：1,129 人、参加者計：4,006 人。参加者にはオリジナルポストカ
ードプレゼント。
7 日、埼玉新聞 1 面に『あの花』特集記事掲載。
24 日、Blu-ray&DVD 第 3 巻発売。
3 日、あの花龍勢奉納用「あの花カード」募集。
「あなたも『超平和バスターズ』の一員
となり願い事を記入しよう！」受付枚数：約 1,000 枚、受付場所：龍勢会館。
21 日、Blu-ray&DVD 第 4 巻発売。
23 日、西武鉄道株式会社が『あの花』記念乗車券発売。
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10 月

11 月
12 月

25 日、
「ANOHANA FES.」開催（場所：秩父ミューズパーク野外ステージ、入場者約
5,000 人 人出約 10,000 人）主催：㈱アニプレックス。
25 日、
「あの花」龍勢ポスター掲出（ANOHANA FES.会場、西武鉄道・秩父鉄道・Ｊ
Ｒ主要駅、市内各所）。
8 日、池袋駅・所沢駅・西武秩父駅で『あの花』の「龍勢まつり記念乗車券」発売。
9 日、龍勢祭（秩父市吉田椋神社の龍勢）2011 で『あの花』龍勢を打ち上げ。打上げ
順 15 番、龍名：
「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」、奉納者名：超平和バス
ターズ、流派名：翼天飛流（よくてんひりゅう）、奉納者：㈱アニプレックス、口上：本
間芽衣子役・茅野愛衣。龍勢祭人出 111,300 人（過去最高）
。
26 日、Blu-ray&DVD 第 5 巻発売。
23 日、Blu-ray&DVD 第 6 巻発売。
28 日、聖地巡礼マップ第 2 弾 60,000 部作成・配布開始。
10 日〜25 日、ANOHANA X'mas Train 運転（秩父鉄道）
。
15 日〜1 月 15 日、あの花イルミネーション展示。会場：妙見の森公園（秩父神社前）
。
街なかイルミネーションイベントに参加。
文化庁メディア芸術祭アニメーション部門 審査委員会推薦作品ノミネート

2012 年
3月

4月

5月
7月

8月

9月

10 月

13 日、文化庁「平成 23 年度（第 62 回）芸術選奨文部科学大臣新人賞（メディア芸術
部門）、『あの花』長井龍雪監督受賞。
31 日〜、「あの花×芝桜」描き下ろしイラスト製作。
31 日〜4 月 1 日、幕張メッセ 国際展示場で行われた「ANIME CONTENTS EXPO
2012（アニメ コンテンツ エキスポ 2012）」に「あの花」ブース出典。「秘密基地」
再現（秩父アニメツーリズム実行委員会、秩父市、秩父商工会議所、西武鉄道株式会社、
秩父鉄道株式会社）。
31 日〜、
「あの花×芝桜」誘客ポスター（ACE 先行展示）、
「あの花×芝桜」オリジナル
ポスター・シール（ACE 先行販売）。
4 日〜、ジャンプ SQ コミカライズ版「あの花」連載開始。
7 日〜7 月 1 日「あの花『秘密基地』展示イベント」
。場所：「本町知々夫ブランド館」、
主催：秩父アニメツーリズム実行委員会、共催：秩父市、秩父商工会議所、西武鉄道、
秩父鉄道。来館者数 7,365 人。
7 日〜7 月 1 日、
「『あの花』クイズラリー」（「あの花『秘密基地』展示イベント」の一
環）。主催：本町知々夫ブランド館、秩父ふるさと館、ほっとすぽっと秩父館。参加者
4,543 人（参加者にはＡ４ポスターをプレゼント）
。
2 日、
「あの花×芝桜」街灯フラッグ 550 枚掲出。
14 日〜9 月 2 日、
「アニメ 『あの花』 in 秩父 夏キャンペーン 2012」開催。主催：
秩父アニメツーリズム実行委員会、共催：秩父市、秩父商工会議所、西武鉄道、秩父鉄
道。
14 日〜9 月 2 日、「あの花夏祭」開催。「超平和バスターズの秘密基地」、「超平和バス
ターズの調理実習」。
14 日〜31 日、聖地七夕イベント「みんな集まれ！『超平和バスターズ』の七夕まつり！」
（「アニメ 『あの花』in 秩父 夏キャンペーン 2012」の一環）短冊募集。参加者 1,120
人（参加者にはオリジナルめんま短冊プレゼント）。
8 月 4 日〜7 日、掲出。
19 日〜、プレミアム振興券（あの花 Ver.）発売。販売者：㈱MIC。
5 日、
「超平和バスターズのお楽しみ会」
（声優イベント）開催（
「あの花夏祭」の一環と
して）。イベント内で『劇場版 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』制作発表。
10 日、小説版「あの花」下巻発売。
10 日〜9 月 2 日、聖地巡礼イベント「あの花“夏”ラリー＆街なかギャラリー」
（「アニメ
『あの花』 in 秩父 夏キャンペーン 2012」の一環）。あの花“夏”ラリー（クイズラリ
ー）参加者 2,289 人。参加者にはオリジナルじんたんＴシャツ栞をプレゼント。
24 日〜26 日、
「第 2 回 2012 日本商品直送 in 中国」の日本アニメ観光ブースに『あ
の花』×秩父市展示。主催：日本商品直送事務局、場所：中国上海。
30 日、「あの花」ＰＳＰ（Ｒ）向けソフト発売。
「あの花×龍勢」描き下ろしイラスト制作。
「あの花×龍勢」誘客ポスター掲出。
16 日〜10 月 8 日、「あなたも超平和バスターズと一緒に龍勢を奉納しよう！」奉納金
受付。奉納者 275 人。奉納者には限定奉納記念カードをプレゼント。
6 日〜31 日、『あの花』龍勢まつり記念乗車券発売。場所：池袋・所沢・西武秩父、主
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11 月
12 月

催：西武鉄道株式会社。
14 日、龍勢祭（秩父市吉田椋神社の龍勢）
『あの花』龍勢を打ち上げ（打上げ順 15 番）
龍名：
「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」。奉納者：超平和バスターズ（275
名）、流派：愛火雲流（あいかうんりゅう）、口上：鶴見知利子役・早見沙織。
14 日、「あの花×龍勢」ポスター発売（秩父アニメツーリズム実行委員会）
。
26 日〜12 月 3 日、
『あの花』×夜祭コラボポスター掲出。
1 日〜3 日、秩父夜祭『あの花』タイアップイベント。
1 日〜、
『劇場版あの花』第 1 弾前売り券「夜祭 Ver.」秩父市内先行販売（秩父夜祭「あ
の花」タイアップイベントの一環として）。秩父限定特典：『劇場版あの花』オリジナル
ショッパー（提供：秩父アニメツーリズム実行委員会）。
1 日〜、プレミアム振興券（あの花．夜祭 Ver.）発売。販売者：㈱MIC。
3 日、秩父夜祭花火大会にて「あの花スターマイン打上」
（秩父夜祭「あの花」タイアッ
プイベントの一環として）。打上ナレーション「めんま」。
14 日〜1 月 20 日、秩父市「まちなかイルミネーション」に『あの花』イルミネーショ
ン参加。会場：妙見の森公園（秩父神社前）。
22 日〜23 日、ジャンプフェスタ 2013 で『劇場版あの花』第 2 弾前売り券「クリスマ
ス Ver.」発売。
29 日〜31 日、コミックマーケット 83 で「劇場版あの花」第 3 弾前売り券「初詣 Ver.」
発売

2013 年
2月
3月

4月

7月

1 日〜2 日、「東京マンガ・アニメカーニバル in としま」に「秩父アニメツーリズム実
行委員会」ブース出展。会場：豊島区民センター、主催：豊島区。
23 日〜24 日、「東京国際アニメフェア 2013」（会場：東京ビックサイト）の「アニメ
＆キャラクター列島 JAPAN」に「秩父アニメツーリズム実行委員会」ブース出展。
30 日、幕張メッセ 国際展示場で行われた「ANIME CONTENTS EXPO 2013（アニ
メ コンテンツ エキスポ 2013）」にて「あの花」ステージイベント開催。出演：茅野
愛衣・戸松遥・早見沙織。
30 日〜31 日、幕張メッセ 国際展示場で行われた「ANIME CONTENTS EXPO 201
3（アニメ コンテンツ エキスポ 2013）」にて「劇場版あの花」第 4 弾前売り券「お花
見 Ver.」発売。
20 日〜、聖地巡礼マップ第 3 弾（劇場版キービジュアル画像）30,000 部作成・配布
開始。
20 日〜6 月 30 日、
「2013“春”『あの花』スタンプラリーin 秩父」開催。主催：秩父ア
ニメツーリズム実行委員会、共催：秩父市、秩父商工会議所、西武鉄道、秩父鉄道。
・ 第 1 弾「あの花×芝桜 〜めんまとお花見会〜」4 月 20 日〜5 月 6 日、参加者
2,779 人。
・ 第 2 弾「あの花×ちちぶ 〜超平和バスターズの街なか散歩〜」5 月 7 日〜 6 月 30
日、参加者 1,922 人。
1 日、
『劇場版あの花』ラッピング電車運行 西武鉄道西武池袋線。
13 日〜9 月 30 日、
「あの花夏祭 2013 in お台場アクアシティ」開催。
・超平和バスターズの調理実習〜2013Ver.〜（7 月 6 日〜）
・超平和バスターズの秘密基地〜2013Ver.〜（7 月 16 日〜）
13 日、『劇場版あの花』第 5 弾前売り券「秘密基地 Ver.」発売。

8月

18 日〜8 月 11 日、
「『劇場版 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』×秩父アニ
メツーリズム実行委員会」特別企画展（場所：杉並アニメーションミュージアム）
。
19 日〜9 月 30 日、
「あの花夏祭 2013 in 秩父」。主催：秩父アニメツーリズム実行委
員会、共催：秩父市、秩父商工会議所、西武鉄道、秩父鉄道。
19 日〜8 月 4 日、「『あの花』聖地七夕まつり 2013〜超平和バスターズの願いよ ふた
たび〜」（「あの花夏祭 2013 in 秩父」の一環）短冊募集。2,809 枚。
8 月 6 日〜7 日、掲出。秩父市内、お台場会場、杉並アニメーションミュージアム。
1 日、
『劇場版あの花』街灯フラッグ 350 枚掲出。
1 日〜9 月 30 日、
「『あの花』聖地巡礼キャンペーン〜じんたんの T シャツを集めろ！
〜」
（「あの花夏祭 2013 in 秩父」の一環）。配布場所：秩父観光情報館、ほっとすぽっ
と秩父館。毎週先着 1,000 名に「じんたんＴシャツ折り紙をプレゼント」
。全 20 柄。
1 日〜9 月 30 日、
「あの花 Smile Check-in」
（『あの花』スタンプラリー型 O to O
（Online
to Offline キャンペーンの一環）。
17 日、あの花×埼玉西武ライオンズ「劇場版あの花〜超平和ライオンズデー」。出演：
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茅野愛衣・戸松遥・早見沙織。
・ 始球式（セレモニアルピッチ）、場内アナウンス、トークショー。
・ 秩父アニメツーリズム実行委員会ブース出展。スタンプラリー、巡礼マップ配布。
24 日、
「あの花夏祭 in ちちぶ」開催 会場：秩父神社・妙見も森公園・市立南小学校体
育館。キャストトークショー、Galileo Galilei ライブ、先行上映会、あの花咲かそうＰ
Ｊ。主催：㈱アニプレックス。人出約 12,000 人。
24 日、「あの花夏祭 in ちちぶ」開催 会場：秩父神社・妙見も森公園。あの花屋台村、
コスプレ、夏祭イベント、あの花龍勢 2013 募金、千羽Ｔシャツ。主管：秩父アニメツ
ーリズム実行委員会。
31 日、劇場版全国ロードショー。上映館：新宿バルト 9 ほか全国 63 館。
9月
10 月

1 日〜30 日、
「超平和バスターズの龍勢募金」
（特典：あの花龍勢 2013 シール）。募金
額：300 円以上、先着 400 名。場所：龍勢会館。
4 日、聖地巡礼マップ第 3 弾、20,000 部増刷・配布。
4 日〜、「あの花×龍勢 2013」描き下ろしイラスト制作。「あの花×龍勢 2013」誘客
ポスター掲出。
13 日、龍勢祭（秩父市吉田 椋神社例大祭）〜めんまに届け！秩父の大空に「あの花」
龍勢を打ち上げます〜（打上げ順 15 番）
。龍名：「あの日見た花の名前を僕達はまだ知
らない。」、流派：櫻龍会（おうりゅうかい）、奉納者：超平和バスターズ。

（注）グレーの網掛け部分は、株式会社アニプレックス側で実施した事業。
（謝辞）記載内容のご確認頂きました株式会社アニプレックス様に記して感謝の意を表します。
（年表制作）中島学（秩父市役所産業観光部観光課）・山村高淑（北海道大学観光学高等研究センター）
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