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株式会社東京コミックコンベンション（代表取締役社⾧:胸組 光明）は、2022 年 11 月 25 日（金）～11

月 27 日（日）までの 3 日間、幕張メッセ（千葉市美浜区）にて開催する「東京コミックコンベンション 2022」
（以下、「東京コミコン 2022」）の来日セレブ第 1 弾情報と、各種入場券発売情報を発表いたしました。 

 
2016年の第1回から毎年、海外の有名俳優や著名アーティストとのコミュニケーション、映画で使用されたプロ

ップ（小道具）の展示・撮影、コスプレイヤー同士の交流の場などを設け、ポップ・カルチャーの祭典として熱狂
と感動を積み上げてきた東京コミコン。過去には、東京コミコンの永久名誉親善大使スタン・リー氏（故）や、ク
リス・ヘムズワース氏、トム・ヒドルストン氏、ジュード・ロウ氏、そしてオーランド・ブルーム氏など、豪華セ
レブゲストが集結し、東京コミコンを盛り上げました。 

昨年2021年は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、ご来場される方々の安心・安全を最優先し、残念な
がら中止せざるを得ない状況となりましたが、今年ついに2年ぶりの開催、そして3年ぶりのリアル開催となる第
6回東京コミコン2022の開催が決定!今年も各種展示やハリウッドスターをはじめ海外セレブたちとの撮影会＆
サイン会を企画、さらに新たなイベントも予定されており、ますます大きな盛り上がりが期待されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

開催にあたり、東京コミコン2022 がすべきことを改めて考え、今年のテーマは
「CONNECT」 ～ 新しいつながりの場 ～ とさせて頂きました。多様な文化のクロスオー
バーが実現し、様々な個性が集まり、そして新しい発見が生まれていく「場」の創造が必要
です。今年は、音楽業界を筆頭にエンタメ業界やスポーツ業界、展示会などイベント業界全
体が復活の兆しを見せています。東京コミコンも状況に萎縮することなく、前に進んで行き、 

～2022 年 11 月 25 日(金)～27 日(日)開催～ 
３年ぶりのリアル開催 & あの「アトモス(atmos)」も初参加! 

東京コミコン 2022 
 
 
 
 

更に 8 月５日（金）より各種入場券発売も決定! 
※来日セレブのチケット情報に関しては後日発表予定となります。 

 

2022 年 8 月４日 
株式会社東京コミックコンベンション 

過去の開催時の様子 

atmos mania（アトモスマニア） 

＜来日セレブ第１弾＞ 
「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」シリーズ出演のお二人が来日決定!

カレン・ギラン氏（ネビュラ役） 
ポム・クレメンティエフ氏（マンティス役） 
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新しい東京コミコンを体感することで色々なつながりや発見を実感し表現していきます。なかでも今年初参加とな
る「atmos（アトモス）」は、スニーカーを中心とするショップでストリートカルチャーを牽引してきていますが、
『atmos mania（アトモスマニア）』として東京コミコン2022のオフィシャルグッズエリアに初出展いたします。
今後続々と情報を更新していきますのでストリートとポップ・カルチャーが融合した祭典にもご期待ください。 

 
★来日セレブゲスト第1弾が発表!あの「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」シリーズ出演の 

お二人がついに東京コミコン参戦! 
東京コミコン2022に来日予定となるセレブゲストの第1弾として、「ガーデ

ィアンズ・オブ・ギャラクシー」シリーズでも有名なカレン・ギラン氏と、
ポム・クレメンティエフ氏の参加を発表いたします!期間中すべての日程
で来場し、当日は会場において写真撮影会およびサイン会等も予定されてい
ます。 

カレン・ギラン氏は「ドクター・フー」エイミー役でもお馴染みのスコッ
トランドの俳優で、「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」「アベンジャー
ズ」シリーズのネビュラ役で国内外問わず大人気となり、近年では「ジュマ
ンジ／ウェルカム・トゥ・ジャングル」とその続編「ジュマンジ／ネクスト・
レベル」でも活躍しています。 

また、ポム・クレメンティエフ氏はフランスの俳優で、同じく「ガーディ 
アンズ・オブ・ギャラクシー」「アベンジャーズ」シリーズのマンティス役で一躍有名となり、日本国内でも人気
を博しました。2023 年公開予定となる「ミッション:インポッシブル／デッドレコニング PART ONE」への出
演も決まっており、今後の活躍も注目されています。 

お二人とも今後のマーベル・シネマティック・ユニバースでの活躍も期待されており、さらに東京コミコンの
リアル開催での女性セレブ参加は今回が初めてとなります!この機会を是非お見逃しなく! 
 
★東京コミコン2022の入場券がいよいよ発売! 
11月25日（金）～11月27日（日）の開催に向けて、8月5日（金）AM11:00より東京コミコン2022の各種入

場券の発売開始が決定いたしました!東京コミコン2022では、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、
運営計画を見直し、「3DAY PASS」を取り止めました。1日の来場者数の設計を改めて計画し、お客様に安心して
ご来場頂けるように、日毎の入場制限を予定しております。現時点では、安心・安全な運営を計画するため、「当
日券」のご用意は予定しておりません。ご来場の予定を頂いているお客様に関しては、前売り券の事前購入をお
薦めいたしますので、ぜひお早めにお買い求めください。 

 
また、今年は従来の【一般入場券】、【セレブチケット】をはじめとした例年のチケットに加え、主催者物販エリ

アに優先的に入場できる【主催者物販エリアファスト券】も発売!東京コミコン2022の会場内にはオフィシャル
グッズを販売する「主催者物販エリア」と、各企業による様々な展示やプロモーション等が行われる「プロモーシ
ョンブース出展エリア」が作られます。今回の【主催者物販エリアファスト券】をご購入頂いた方には、この「主
催者物販エリア」に午前中に優先的にご入場頂くことができます!ここでしか買えない限定グッズやレアアイテ
ムなど、見逃せない商品を手に入れるチャンスです! 
※チケット販売情報詳細に関しては、下記記載のご注意事項または公式 WEB サイトを必ずご確認下さいませ。 

公式 WEB サイト:https://tokyocomiccon.jp/ 
 
★東京コミコン2022の開催に向けて、公式トレーラーが解禁! 
東京コミコン2022の開催に向けて、過去開催時の会場内の様子をまとめた公式トレーラーが解禁されました!

様々な出展ブースから人気キャラクターのコスプレをする来場者、そして豪華アンバサダーとセレブゲストの姿
まで、熱気溢れる東京コミコンの映像に、今年の開催への期待も高まるばかりです!これまでに東京コミコンに
ご来場頂いたことのある方だけでなく、まだご来場されたことの無い方にも、東京コミコンの盛り上がりを体感
頂ける映像となっておりますので、是非この機会にご覧ください! 

公式トレーラーはこちらから:＜ https://youtu.be/9KkJG4GWWyg ＞ 

ポム・クレメンティエフ氏 カレン・ギラン氏 
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東京コミコン2022の各種入場券は8月5日（金）よりチケットぴあにて販売を開始します。【主催者物販エリアフ
ァスト券】は、数に限りもございますので、お早めにお買い求めください。 

 
 

※以下、チケット販売情報詳細※ 
チケット 
発売日 

■8 月 5 日（金）AM11:00～ 各種入場券発売開始 
■購入サイトリンク:https://tokyocomiccon.jp/ticket ＜公式 WEB サイト:チケットページ URL＞ 

https://w.pia.jp/t/tokyocomiccon ＜チケットぴあ:販売ページ URL> 
 

入場チケット 
情報（全 2 種） 

【一般入場券】 
・価格:4,400 円（税込み）-大人-／2,500 円（税込み）-中高生- ※購入枚数制限:１人合計４枚まで 
・概要:東京コミコンの会場へ入場する一般的な入場券です。プロモーション出展エリア（各企業の物

販や展示）への入場や、セレブ撮影会、サイン会などの企画に参加するためにも必要となるチ
ケットです。 

※主催者物販エリアへのご入場は、【主催者物販エリアファスト券】のお客様を優先的にご案内させて頂いた後、
【一般入場券】をお持ちのお客様を主催者物販エリアの入場列にお並びいただけるよう誘導致します。入場待機
列への誘導する目安時間は、12 時頃を予定しています。ご案内は当日の状況により変更される可能性がありま
す。こちらの券種については、主催者物販エリアに入場できるお時間をお約束するものではありません。予めご
了承ください。※当日は案内看板やスタッフの案内にご協力いただきますようご協力お願い致します。 

※購入の際は、日にち指定での購入になります。 
※購入枚数に関しては、日にち毎に上限枚数が決められています。 
※小学生以下のみでの入場は不可となります。 
※小学生以下は保護者同伴に限り無料で入場可となります。なお、1 保護者（社会通念上）につき 2 名までの入場

を可能とします。それ以降の小学生以下同伴を伴う場合は、中高生の「入場券」をお買い求めください。 
※その他ご注意事項がございますので公式 WEB サイトにてご確認ください。https://tokyocomiccon.jp/ 
 
【主催者物販エリアファスト券】 
・価格:4,400 円（税込み）-大人-／2,500 円（税込み）-中高生- ※購入枚数制限:１人合計１枚まで 
・概要:例年開催される「POP UP STORE」や「アトモスマニア」（初出展）ブース等で販売される公

式グッズ販売エリアに優先的にご入場が可能なチケットとなります。 
※この券種は、開場と同時に主催者物販エリアへの入場を優先的にご案内する入場券となります。 
※開場時間に「主催者物販エリアファスト券」特別入場レーンにお並びいただいてご入場の案内を致します。 
 なお、この券種のお持ちのお客様の優先入場が終了しますと、「一般入場券」をお持ちの方もお並び頂くことと

になり優先的なご案内ができなくなりますので、開場時間に遅れの無いようご来場ください。 
※主催者物販エリアで販売される全ての商品には販売数に限りがあります。優先入場をされても売り切れの可能性
がございますので予めご了承下さい。 
※購入の際は、日にち指定での購入になります。 
※購入枚数に関しては、日にち毎に上限枚数が決められています。 
※主催者物販詳細は後日改めて発表予定となっております。恐れ入りますが、今しばらくお待ち下さい。 
※小学生以下のみでの入場は不可となります。 
※小学生以下は保護者同伴に限り無料で入場可となります。なお、1 保護者（社会通念上）につき 2 名までの入場

を可能とします。それ以降の小学生以下同伴を伴う場合は、中高生の「入場券」を再度お申し込みの上お買い求
めください。 

※その他ご注意事項がございますので公式 WEB サイトにてご確認ください。https://tokyocomiccon.jp/ 
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今後の情報につきましても、決定次第随時ご案内させていただきます。また、開催に向けて公式 WEB サイトも

最新情報を順次アップデートしてまいります。 
つきましては、来日セレブゲスト第1弾と各種入場券発売の情報に関して、ご紹介をご検討いただけますと幸いで
す!何卒宜しくお願い申し上げます。 

 
 

※新型コロナウイルスの状況次第で、中止または変更の可能性がございます。 
申し訳ございませんが、予めご了承ください。 

 
 

■東京コミコンとは 
最高のテクノロジーと最高のポップ・カルチャーが融合した日本の新しいコミコンの誕生! 
マーベル・コミックスの編集⾧を⾧年務め、自らスパイダーマン、アイアンマン、X-メン、ブラック・ウィドウなど数多くの
キャラクターを生み出し、アメリカのコミックス業界に大きな変革をもたらした「ポップ・カルチャーの父」スタン・リー、
アップル共同創業者の一人で「テクノロジーの王」といわれているスティーヴ・ウォズニアックとの出会いが、「東京コミコ
ン」の始まりです。 
最新のテクノロジーと最高のポップ・カルチャーを融合させたコミコンを当初はウォズの住むシリコンバレーで開催し、真に
グローバルな祭典にしたいというウォズの意向があり、「そうであれば日本を巻き込まなければならない」と東京での開催を
決定。そして、2016 年 12 月「東京コミコン 2016」として実現され、大盛況の内に幕を閉じました。  
「シリコンバレーコミコン」と対をなす「東京コミコン」は、アメリカンスタイルをベースとしながらも、テクノロジーとポ
ップ・カルチャーの祭典として、既存のコミック・映画・アニメーションあるいはゲームショーなどのイベントとは一線を画
し、革新性と楽しさを共有する空間を創出。ファミリー層からご年配の方まで、全世代を通じて楽しんでいただける知的好奇

今後発表のチ
ケット 
 

■セレブチケット 
・価格、発売日は、各セレブゲストによってその都度異なりますので、お気を付けください。 

こちらのチケットについては、公式 WEB サイトにて今後情報を発表してまいりますので、参加され
る海外セレブ情報にぜひご期待ください。 

■同伴チケット 
・セレブチケットを複数の方と合わせてご利用可能な同伴チケットとなります。 

こちらのチケットについては、公式 WEB サイトにて今後情報を発表してまいります。 

ご注意事項 ※コロナウイルス感染拡大防止の為、会場内の入場を制限する運営を予定しております。その為、チケ
ットの事前購入を推奨させて頂いております。 

※各種入場券は、日毎指定でのチケットになり、指定日以外での利用はできません。 
※入場当日のご来場時はチケットをお持ちでも 37．5 度以上の発熱の症状があった場合、入場はでき

ませんので、ご了承ください。詳しくは公式 WEB サイト内をご確認ください。 
※今後新たにセレブゲストの来日が決まった場合は、都度サイン会・撮影会チケットの発売日、価格、

概要を公式 WEB サイトにてアナウンス予定となります。 
※当日に限り再入場可能（手にスタンプを押させていただきます。） 
※通常開演時間外のイベントは入場不可となります。 
※予定枚数になり次第終了。※入場券は、会場内に入場するためのものです。会場内で行われる俳優の

サイン会・撮影会のチケットは今後別途発売されますが、入場券はその際にも必要となります。 
 
その他、チケット詳細につきましては公式 WEB サイトにてご確認くださいませ。 
公式 WEB サイトはこちら:https://tokyocomiccon.jp/ 
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心を刺激するイベントです。 
2020 年には、初のオンライン（TOKYO COMIC CON WORLD）での開催も行われ、新たな進化を遂げています。  
今後も、年々バージョンアップしていく東京コミコンに是非ご期待ください。 
 
 

■開催概要 
【東京コミコン 2022】 
名 称:  東京コミックコンベンション 2022 （略称:東京コミコン 2022） 
会 期:    2022 年 11 月 25 日（金） 

26 日（土） 
27 日（日） 

会 場:  幕張メッセ（〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1）4 ホール～8 ホール 
主 催:  株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会 
イベント内容:   ・国内外映画、コミックなどの最新情報公開 

・企業出展（限定・先行商品の販売、グッズの展示など） 
・実際に映画で使用されたプロップや、レアグッズの展示 
・最新技術を使った様々なコンテンツの体験 
・海外セレブ俳優との交流 
・ステージでのライブパフォーマンスのライブ配信 
・コスプレイヤーの交流、コンテスト 
・漫画家やアニメーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 

お問い合わせ先:  東京コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp  
 

※新型コロナウイルス感染拡大の状況次第で、変更の可能性がございます。 
申し訳ございませんが、予めご了承ください。 


