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ディファ有明 / 東京都江東区有明 1-3-25

主催   PINK TOKYO Office



ステージでは、連日、大人が大満足のセクシーでキュートなコンテンツが盛りだくさん。刺激と興奮に満ちあふれた

大人のショータイムをお見逃しなく !!

PINK TOKYO 開催報告会見

出演 : 新堂冬樹、吉沢明歩、me-me ほか

※ステージの時間、内容は予告なく変更となる場合があります。

2 月 28 日（金） 3 月 2 日（日）3 月 1 日（土）

オープニング

新堂冬樹「キャバクラ探偵事務所」出発記念トークショー

ノワールな人々番組収録 : 新堂冬樹、吉沢明歩

日本家族計画協会 presents 「松村先生トークショー」

出演 : 松村圭子先生

フィナーレ

チャッキーズ∞インフィニティ ライブ

出演 : 倉本あや、ピアス、木村さん

トイズハート presents

ニコニコ生放送＆Ustream 番組

「きのう誰食べた？」特別編生放送

出演 : 琥珀うた、DJ 急行、大坪ケムタ

二村ヒトシ監督 ×LPC 北原代表スペシャル対談

出演 : 二村ヒトシ監督、北原みのり

チャッキーズ∞インフィニティ ライブ

出演 : 倉本あや、ピアス、木村さん

ワン・ポイズン ライブ

出演 : ワン・ポイズン

フィナーレ

フィナーレ

オープニング
ワン・ポイズン ライブ

出演 : ワン・ポイズン

オープニング

アイドル☆ピット ライブ

出演 : 一色亜莉沙、佐藤円香、他６名

性のから騒ぎ

出演 : タイガー小堺監督、me-me 6 名、北川エリカ

セックスライフ向上委員会 presents 
「アメリカ最先端愛撫 de 絶頂誘発する方法」を伝授！

出演 : ジャック 力 / 加納綾子

エンタ！ 959

「かすみレディオ」公開収録

出演 : かすみ果穂、七海なな、桜木凛

エロメントークショー

出演 : 一徹、月野帯人、倉橋大賀、有馬芳彦

エンタ！ 959

「GO!GO! こじまな号」公開収録

出演 : 小島みなみ、紗倉まな、木下あずみ

me-me ライブ

出演 : 神咲詩織・Maika・桜ここみ・藤北彩香
出演 : 波多野結衣・佳苗るか

me-me ライブ

出演 : 神咲詩織・Maika・桜ここみ・藤北彩香
出演 : 波多野結衣・佳苗るか

me-me ライブ

出演 : 神咲詩織・Maika・桜ここみ・藤北彩香
出演 : 波多野結衣・佳苗るか

「ちょっとえっちなゲームの世界」

声優ライブ / 公開アテレコ

出演 : 桃也みなみ、霧島はるな

性のから騒ぎ

出演 : 二村ヒトシ監督、琥珀うた、水沢のの
出演 : 成田愛、咲田ありな、裕木まゆ

第 1 回 Tokyo Girls Bar Collection

出演 : ガールズバーで働く女の子 10 名
出演 : ジュニアマーカス、安田理央

PINK TOKYO 認定

ベスト・オブ・グラビアクイーン

出演 : グラビアアイドル 10 名、カンパニー松尾

出演 : みおり舞、リットン調査団 藤原、ソクミル 高橋店長



エンタ！ 959 『GO!GO! こじまな号』公開収録

大人気 AV 女優の小島みなみ＆紗倉まな来場！

エンタ！ 959『かすみレディオ』公開収録

タレントとしても大活躍中のかすみ果穂がしゃべりまくります！

スカパー！プレミアムサービス 959ch「エンタ！ 959」プレゼンツ！ 

庶民派 4 畳半アイドル・かすみ果穂がお送りするラジオ風トーク番組！

エロティシズムアート展

me-me ライブ

ティーパワーズに所属する Maika・神咲詩織・桜ここみ・藤北彩香・波

多野結衣・佳苗るかの６名からなる人気セクシーアイドル me-me( ミー

ム )!! ポップな楽曲で会場を盛り上げます！

性のから騒ぎ

AV 女優たちによるギリギリ本音トーク！ 作品を見るだけではわからな

い撮影秘話や裏話をギリギリのところまで聞いちゃいます！

H カップのセクシー系女優北川エリカ、そしてアイドルとしても活動中！ 

Maika・神咲詩織・桜ここみ・藤北彩香・波多野結衣・佳苗るかの６名か

らなるセクシーユニット me-me( ミーム ) 、SOD 大賞 2011 優秀女優

賞受賞の琥珀うたなど、多数の AV 女優によるプレミアム生トーク！

トイズハート presents ニコニコ生放送＆Ustream 番組

「きのう誰食べた？」特別編生放送

大坪ケムタ＆DJ 急行がセクシー女優

さんにどんなキノコを食べたか、食べ

たキノコの味は、好きなキノコは？等々

エッチなグルメ体験談を聞く番組の特

別版生放送です！

今回はセクシー女優に琥珀うたさんを

お迎えし、ぶっちゃけトークを繰り広

げます！

第 1 回 TOKYO GirlsBar Collection 開催 !!

首都圏ガールズバーの No.1 女の子は誰 !?

日本最大のガールズバーメディア「ガールズバーウォーカー」による来場

者参加型コンテスト！

首都圏のガールズバーで働く女の子から、一番かわいい女の子を選ぶこの

コンテストに、あなたも清き !? 一票を !!

「ちょっとえっちなゲームの世界」

声優ライブ / 公開アテレコ

最近、スマホをいじっているとよくでてくるアダ

ルトゲームの広告。アダルトは実写だけじゃな

い！

2 次元だってすごいんだッッッ !!!

2 次元アダルトコンテンツを中心に活躍している

声優の桃也みなみさん、霧島はるなさんをお招き

して、２次元アダルトの実態に迫っちゃおう !!

ちょっぴりえっちな生アテレコから、歌のコー

ナーまで盛り沢山！

エロメントークショー

日本の女性を虜にする人気 AV 男優がスペシャルトークショーを実施！

一徹、月野帯人をはじめ、倉橋大賀、有馬芳彦の 4 名による超豪華ライ

ンナップで、あなたの心を癒します。

ステージ以外にも、ガーデンブースに遊びに来たり、エムズブースで指

定の DVD を購入した方が参加できる握手会も実施します！

日本には世界の誇れる春画がある。今、若い芸術家には、エロティ

シズムアートの奇才が多い。東京芸大卒・植田工氏プロデュースに

よる、現代エロティシズムアート展を開催。オリジナリティに溢れ

たアーティストたちの作品をご覧あれ！

スカパー！プレミアムサービス 959ch「エンタ！ 959」発、小島みな

み＆紗倉まなによる「GO!GO! こじまな号」が PINK TOKYO に来ます！

今回は新作DVD「24 時間かすみレディ

オ 2013」の発売を記念して公開収録

でお届け！ ゲストに、番組「凛とジェ

シカのファイト一発」より桜木凛、「みっ

ひーランド」より七海ななが参加！ 

番組コンセプトはズバリ、いま

どきのドライブデート！ 2 人

が車でゲストをお出迎え、観光

スポットやレジャー施設でおも

てなし！

プライベート感を重視した演出

の中、若い女性ならではの目線

でドライブデートの楽しみ方を

伝えていきます！今回はゲスト

に木下あずみを招き、トーク

ショーでお届けします！



A-1 : PINK TOKYO フォトブース

PINK TOKYOオリジナル写真撮影ブース。アダルトな手持ちパネルでピンクな一枚を！

A-2 : PINK TOKYO 女性ゾーン

ラブピースクラブ・日本家族計画協会・LOVEALE から女性に向けて、普段ではなかな

か知ることのできない情報を発信 。

A-3 : 信長書店

関西地方に８店舗展開中のメンズホビーショップ。ＤＶＤ・グッズ・コスチューム販売な

ら在庫豊富な信長書店におまかせ下さい！

A-4 : スカパー！プレミアムサービス 959ch「エンタ！ 959」

男の「見たい！」を完全網羅して放送するスカパー！アダルトチャンネル。今回セクシー

女優バラエティより人気番組「かすみレディオ」＆「GO!GO! こじまな号」を公開収録！

B-1 : 株式会社 RENDS

Ｒ-１シリーズでその開発力を世に知らしめた RENDS が、さらに家電クオリティへと

進化した新ブランド「VORZE（ヴォルツェ）」を設立。大きな飛躍を目指します。

B-2 : 有限会社エーワン

総合卸売りメーカーとして「より良い商品の製造、お客様のニーズに合った品揃え、お客

様第一主義の徹底」をスローガンに、日々サービスの向上・充実化に取り組んでおります。

B-3 : 株式会社ガーデン

「想像を創造する」をコンセプトとしているガーデン。お風呂がまるごとトロトロになる

と大人気の「honey」 がこのたびリニューアル。泡も楽しめてより贅沢なバスタイムに！

B-4 :  RoyMary's（株式会社ロイマリーズ）

RoyMary's は、 性の存在を敬い、その多様性によりポジティブな視点を与え、“健康維持、

美容、コミュニケーションとしてのセクシュアルウェルネスプロダクト”を提唱します。

B-5 : LOVE PIECE CLUB

1996 年に設立された女性による女性のための LOVE PIECE CLUB。海外のオシャレ

なグッズばかりを集めました。

B-6 : 株式会社ＳＳＩジャパン

驚きの発想力で世界をあっと言わせたい。ＳＳＩジャパンは発想力を具現化します。

B-7 : 有限会社アットプランニング

通販大魔王オリジナルグッズ、米国発ゲイブランド「PF ブランド」「OXBAllS」を展示。

B-8 : エアフォワード株式会社 

これまでのアダルトグッズのイメージを払拭したデザインで気持ちよさの限界を追求した

安全で機能的な成人用玩具の開発。さらに海外ブランドの導入も積極的に行なってます。

B-9 : Tamatoys

日本を代表する萌え文化とアダルトグッツが融合する。かわいいパッケージにはおとなの夢

が詰まっている！ Tamatoys の HP では 4 コマ漫画も連載中！

A-5 : 株式会社ワイルドワン

アダルトグッズをお探しの時は是非ワイルドワンへ！ 都内８店舗、海外 3 店舗を展開中！

A-6 : ガールズバーウォーカー

全国のガールズバー情報サイト。今回「PINK TOKYO」では、首都圏で一番カワイイ

女の子を決定するミスコンを開催いたします！

A-7 : pop life department. m's （大人のデパートエムズ）

10 店舗を展開する日本最大のアダルトグッズショップ・エムズ。豊富な品揃えと驚き

の価格で、お客様の「欲しい」にお答えします。 

B-10 : LELO

官能的なライフスタイルを演出する、世界的デザイナーズブランド「LELO」。ファッション

やコスメといったアプローチからの前衛的で大胆な切り口により、これまでにない洗練され

たセックス・アクセサリーを提示。身体に優しく、直感的で分かりやすく高性能で使いやすい、

上品で美しい最高のプロダクトによる最高の快感を、プレミアムな歓びを提案いたします。

B-11 : トイズハート株式会社 

トイズハートは 1999 年に世界で始めてアダルトグッズのブランドを商標登録した、総合ア

ダルトグッズメーカーです。高い品質とロングセラー商品を出すことをテーマとしております。

B-12 : Loewie Trading Ltd.

ローウィーは世界の最先端セックストイの輸入販売に特化し、多くのアダルトトイブラ

ンドの指定代理店です。中でも Nomi Tang はローウィーがあらゆる分野の専門チーム

と共同開発したデザインセックストイです。 

B-13 : Mr.BigShop（ミスタービッグショップ）

ペニス増大器具の専門店。ペニスが小さくては、男として生きていけない。ペニスがデ

カくなければ、男として生きている資格は無い。

B-14 : アイドルブース

今話題のアイドルたちがサイン会や撮影会を開催！ 2/28（金） アイドル☆ピット、

3/1（土）  チャッキーズ∞インフィニティ、3/2（日）  ワン・ポイズン

B-15 : 桃塾 / アトリエピーチ

日本初「美少女ゲーム音声制作」アトリエピーチが新しく声優養成講座をスタート！ 史

上初の美少女ゲーム演技指導！「桃塾」誕生！ステージでは「桃也みなみ」「霧島はるな」

が唄って踊りまくる予定。

B-16 : magic motion

magic motion を販売する Shanghai Rosstar Import & Export Co., Ltd.（中国・上

海）は、旅行用品、アダルト用品、アダルトトイなどの製造・販売会社です。 

B-1

A-7

A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

A-6

B-3

B-2

B-4

B-5

B-11

B-14

B-15

B-16

B-13

B-12

B-6

B-7

B-8

B-9

B-10

サイン会 / 握手会 エリア

ステージ

飲食ブース

http://www.wildone.co.jp/

http://www.gb-walker.jp/

http://www.ms-online.co.jp/

http://www.rends.jp/jp/

http://a-one-tokyo.com/

http://www.garden-label.com

http://www.j-toyz.com/top.html 

 http://www.ssi-japan.net/

http://www.toysheart.co.jp/

http://www.nomitang.com/

http://mrbigshop.jp/

http://shantone.en.alibaba.com/

http://www.cs959.com/

http://www.e-nobunaga.com/

http://www.roymarys.com/

http://www.lovepiececlub.com/

https://daimaoh.co.jp/

http://tamatoys.tma.co.jp/

http://www.arms-j.com/
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