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Ⓒバードスタジオ／集英社・フジテレビ・東映アニメーション　ⒸBANDAI

イベント内容は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

●参加費：無料／参加方法：当日参加　※イベントには、参加抽選券・参加整理券が必要なものがあります。
●参加希望者多数の場合、イベントにご参加いただけない場合があります。また、参加抽選券・参加整理券配布時間内でも、配布を終了させていただく場合があります。
●SDBHエリア代表決定戦には、お１人様１クラスのみ抽選に参加ができます。時間が重なっている場合、複数イベントへの参加はできません。
●SDBHエリア代表決定戦の参加抽選券は、参加するご本人様のみ配布いたします。代理の方の抽選及びイベント参加は認められません。
●SDBHフリープレイコーナーは、実施場所で参加整理券を配布する場合があります。
●混雑状況により、参加制限を設ける場合があります。

注意事項

ユニバースツアー2018

への中部エリア大会

バンダイ

バンダイ

イベント参加を希望されるお客様へ

スーパードラゴンボールヒーローズ エリア代表決定戦

スーパードラゴンボールヒーローズ

フリープレイコーナー

抽選券配布場所 平面A駐車場一部区画

抽選券配布時間 ９:００～９:４５
実施時間

実施時間

小学生以下クラス
年齢制限なしクラス

●11:00～13:10　●13:10～15:20
●13:10～15:20　●15:20～17:30

10:00～17:00

参加には「参加抽選券」が必要です。

1Ｆ ノースコート 1Ｆ ノースコート
実施会場

バンダイ

スーパードラゴンボールヒーローズ

イベント限定物販コーナー

実施時間 10:00～17:00

実施会場

スタンプラリーゴール
（2Ｆ スポーツオーソリティ前スペース）

まえ

スーパードラゴンボールヒーローズ
エリア代表ヒーロー決定戦
E～Fブロック会場
（1F サウスコート）

スーパードラゴンボールヒーローズ
エリア代表ヒーロー決定戦
A～Dブロック会場
（2F イオンホール）

ながやま由貴先生サイン会
（2F ベルーナ前）

6/23のみ
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注意事項 ※おとなのひとと、いっしょによもう！
ちゅう い じ こう

● 深夜～早朝にかけての待機列へのお並びはご遠慮ください。

● 荷物等による場所取りはご遠慮ください。敷地内に放置してある物品は、
　 全て拾得物として撤去させていただきます。

● 大変多くの方のご参加が予想されます。参加待機列可能スペースには
　 限りがあるため、シートなどに座っての待機は、ご遠慮ください。

● 会場のルールに従っていただけない場合、イベントが中止になる
　 場合もございます。
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参加抽選券配布場所
平面A駐車場一部区画
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●複製原画展示コーナー
●悟空なりきりフォトスポット
（2F じぶんまくら前）
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●SDBHフリープレイコーナー
●イベント限定物販コーナー
●最新ドラゴンボールゲーム
　体験コーナー
（1F ノースコート）
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イベント内容は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

バンダイナムコエンターテインメント

PlayStation®4
「ドラゴンボール ファイターズ」

Nintendo Swith
「ドラゴンボール ゼノバース2」

ニンテンドー3DS
「DBHアルティメットミッションX」

最新ドラゴンボールゲーム体験コーナー

実施時間
10:00～17:001F ノースコート実施

会場

集英社

サイン会

集英社

複製原画展示コーナー

実施時間 10:00～17:00

実施会場

集英社

悟空なりきりフォトスポット

実施時間 10:00～17:00

サイン会受付時間 13:00～14:00/15:00～16:00
※時間は、招待状をご確認ください。
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2F ベルーナ前
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実施会場

ながやま由貴先生サイン会 開催!!
6月23日（土）のみ

事前
応募制

「スーパードラゴンボールヒーローズ 
　　　　　　　暗黒魔界ミッション! 」 の
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