
サテライトイベント

パートナーズイベント
居酒屋えぐざいる 10th ANNIVERSARY
10年の時を経て、この夏は『居酒屋え
ぐざいる 10th ANNIVERSARY』と
して開 催！L O V E  D R E A M  
HAPPINESSであふれる場内は、さ
らなる進化を遂げ、朝も昼も夜もわく
わくが止まらない！子どもから大人まで楽しめる『居酒屋えぐざ
いる 10th ANNIVERSARY』で、一生の記憶に残る最高な夏
の思い出を作りましょう！

お台場、夏の風物詩となっている世界
最大のアイドルフェス「TOKYO  
IDOL FESTIVAL(TIF)」は今年で10
周年。今年も指原莉乃を「チェアマ
ン」に迎え、200組1000人を超える
アイドル達がアツいパフォーマンス
を繰り広げます！

TOKYO IDOL FESTIVAL 2019

【日時】8/2(金)、3(土)、4(日) 開催時間は会場により異なる
【会場】お台場・青海周辺エリア
【料金】一般前売 3日間通し券 17,500円／1日券 各日7,500円
　　　  ※予定枚数に達し次第、販売終了となります。その場合、当日券の販売もございま
　　　  せん。詳細は公式サイトにてご確認ください。
【公式サイト】http://www.idolfes.com/

【開催日時】6/29（土）～9/2（月）10：00～22：00
  （ラストオーダー21：00） ※うち土日祝、9/2（月）は9：00オープン
【開催場所】THE ODAIBA 2019内
  「居酒屋えぐざいる 10th ANNIVERSARY」特設会場
【利用時間】120分入れ替え制
【料金】えぐチケ一律1,900円
　　　　※「居酒屋えぐざいる」入場にはえぐチケが必要です。 ※未就学児は無料。
【公式サイト】http://izakaya-exile.com/

山﨑夕貴／竹内友佳／三田友梨佳
久代萌美／宮澤 智／内田嶺衣奈
三上真奈／永島優美／小澤陽子
新美有加／宮司愛海／鈴木 唯／堤 礼実
永尾亜子／海老原優香／久慈暁子／井上清華
杉原千尋／藤本万梨乃

榎並大二郎／立本信吾／木下康太郎
谷岡慎一／生田竜聖／酒主義久
木村拓也／大村 晟／内野泰輔
上中勇樹／藤井弘輝／安宅晃樹
黒瀬翔生／今湊敬樹／大川立樹
堀池亮介
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2019年6月6日発売
NEW ALBUM「Da-iCE BEST」収録
[テーマソングへの意気込み]
Da-iCEはサイコロをグループ名に冠してお
り、メンバー5人と、ファンやスタッフの皆様の
1面を加えた6面で成立します。今回フジテレ
ビさんが60周年、僕らもデビュー6周年目の年
ですので、この夏を「お互い6の結束」で盛大に
盛り上げていきたいと思っております！
［BIOGRAPY］
5人組ダンス＆ボーカルグループとして2011年結成。
インディーズでの活動を経て2014年メジャーデビューを果たし、オリコンデイリーランキング2位を獲得。 
2019年は、16th シングル「FAKE ME FAKE ME OUT」、自身初のベストアルバム「Da-iCE BEST」とLIVE DVD&Blu-ray
を立て続けにリリース。25都市31公演の全国ツアーの開催中で、グループ名''Da-iCE''が意味する「サイコロ=6面体」を象徴す
るデビュー6周年目に相応しい1年をファンとともに迎える。

Da-iCE「TIME COASTER」
ダイス「タイムコースター」

THE ODAIBA 2019
テーマソング

この夏、「めざましテレビ」がお勧めしたい！紹介
したい！注目のアーティストや期待のルーキー
たちによるスペシャルな「めざましライブ」を
THE ODAIBA 2019からお届けします！
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THE ODAIBA 2019 内
「居酒屋えぐざいる 10th ANNIVERSARY」

特設会場

DOKI
DOKI

WAKU
WAKU

DOKI
DOKI

@fujitvodaiba 
共通ハッシュタグ【 #TheOdaiba2019】

オフィシャルTwitterアカウント

真夏の暑さ対策はしっかりと。

暑さで体調を崩さない為に、小まめな水分補給や十分な休息、帽
子着用などの対策をお心がけください。気分が優れない時はすぐ
にお近くのスタッフまでお声掛けください。救護室には看護師が
常駐していますのでご安心ください。

救護室はフジテレビ1Fにあり、
看護師が常駐しています。

アニメサザエさん展
「サザエさん家のおいしい食卓」
【日程】7/13(土)～8/25(日)
※月曜日休館 ただし7/15（月・祝）
8/12（月・休）は開館。7/16（火）は休館。
【時間】10：00～17：30
（入館17：00まで）
【会場】長谷川町子美術館
【料金】一般600円／大高生500円／中小生400円
【公式サイト】http://www.hasegawamachiko.jp/
【お問合せ】03-3701-8766

Ⓒ長谷川町子美術館

【日程】8/10（土）～15（木）
【時間】9：30～／13：30～
【会場】フジテレビ湾岸ス
タジオ1階「フジテレビの
お仕事」専用スタジオ
【公式サイト】
https://www.fujitv.co.jp/oshigoto/meza/
※事前申込制。詳しくは公式サイトをご覧ください。

夏休み！番組制作体験
「めざましテレビ」を作ろう!!

Ⓒ水木プロ・フジテレビ・
　東映アニメーション

アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」展示イベント
【日程】7/27（土）～9/1（日）
【時間】展示10:00～21:00
         物販10:00～19:00
【会場】ダイバーシティ東京 
　　　プラザ 4F RODEO 
　　　 CROWNS WIDE 　
　　　 BOWL前
【料金】無料

AREA MAP

フジテレビショップ フジさん 東京駅店
【日程】常設店舗
【時間】10:00～20:30
【会場】東京駅一番街B1　
　　　「東京キャラクター
　　　ストリート」内
【公式サイト】
http://www.fujitv.co.jp/gotofujitv/shopguid
e/yaesu_renew.html
【お問合せ】03-5208-4777

企画展「マンモス展」 -その『生命』は蘇るのか-
【日程】6/7(金)～11/4(月･休)
※火曜日休館 ただし7/23～
8/27は休館なし
【時間】10:00～17:00
(入場は閉館30分前まで)
【会場】日本科学未来館（お台場）
　　　1階 企画展示ゾーン
【料金】大人(19歳以上) 1,800円
　　　中人(小学生～18歳)1,400円
　　　小人(4歳～小学生未満)900円
【公式サイト】https://www.mammothten.jp/
【お問合せ】03-5777-8600

OTODAMA SEA STUDIO 2019
【日程】5/11(土)～9/29(日)
【時間】8:00～20:30
※天候により時間変更となる場
合がございます。※ライブ日程等
の詳細は公式サイトへ
【会場】神奈川県三浦市 三浦海岸
【料金】公演により異なる
【公式サイト】http://otodama-beach.com/2019/
【お問合せ】046-874-8033（公演日のみ11:00～18:00）
　　　　　03-6891-4365（平日10:00～19:00）

写真左から:岩岡徹（Performer）/花村想太（Vocal）/和田颯（Performer）/
　　　　　 大野雄大（Vocal）/工藤大輝（Performer）

久保みねヒャダこじらせライブ vol.22／vol.23
【出演】久保ミツロウ／能町みね子／ヒャダイン
【料金】3,900円（税込）
【公式サイト】https://www.fujitv.co.jp/kojirasenight/

＜vol.22＞
【日程】7/28(日)
【時間】昼公演 13：00～
　　　夜公演 17：00～
【ゲスト】IKKO※昼公演のみ
　　　　岩井勇気（ハライチ）※夜公演のみ
【会場】お台場特設会場
　　　（フジテレビ湾岸スタジオ内）

＜vol.23＞
【日程】8/31(土)
【時間】昼公演 13：00～
　　　夜公演 17：00～
【ゲスト】レイザーラモンRG※夜公演のみ
【会場】お台場特設会場
　　　（フジテレビ本社屋スタジオ内）
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