がたふぇす Vol.8 Ｐ4

古町 エリア
FURUMACHI AREA

がたふぇす Vol.8 Ｐ5

古町エリアは万代エリアから
徒歩約20分です！
万代・白山エリアへの移動は
無料シャトルバスも
ご利用ください。

古町通5番町モール内

声優とアニメ会社の社員が語る
〜意外と身近なアニメ業界〜 in がたふぇす
10/21（土）17：30〜（開場17：00）

※市民プラザロビーのオープンは16:50となります

中村繪里子

出演 中村繪里子

飲食ブース

■

声優・中村繪里子さんとアニメ会社の社員が、
『 実はお互いにそれぞれの業界のことを知ら
ないよね。お互いの業界ってどうなっているんだろう』という素朴な疑問と情報交換から
始まったこのトークショー。
これまで実施された関西地区を飛び出し、今回は“がたふぇす”の特別イベントとして開催！
アニメ業界の実情をときに真面目にときに笑いを交えてお話していきます。
【参加方法】10/21
（土）
10:00からIGストア がたふぇす出張店
（万代シティBP２ 共用部）
で
整理券を配布します。スタッフにお問い合わせください。

■

絶品グルメ屋台の会

自家焙煎珈琲ひぐらし

■

クレープ＊はなちゃん

じょうご

「超人ロック」
は今年生誕50年を迎えます。単独作
家による未曽有の超長期シリーズ連載である本作。
第1作の表書きには
「SFファンとそうでない人に」
と入っていました。
作者の聖悠紀は、本作を最初からSF好きにお薦め
の作品、
しかしすべての人に向けたエンターテイ
ンメントであると宣言して描きはじめたのです。こ
の表書きが書かれた日付は1967年6月20日、そ
して第1作完成の日付は同年9月24日。まさにロッ
ク
（6・9）
。
本展では、今も2誌で活躍し続ける不滅の超人ロッ
クの世界をはじめ、聖悠紀作品の全容を可能な限
り紹介します。

© 聖悠紀

作画ライブ！マンガ原稿ができるまで
10/21（土）22（日）13：00〜16：00

マンガの 家で毎日開 催されているマンガ講 座
「マンガのいっぽ」の特別編！マンガの家講師が
原稿を作成する過程をライブでお見せします！

vol.8コラボ

×

10 /22（日）10：00〜16：00

アニメ・マンガ・イラスト・ゲームのお仕事が体験
できます。
「 第11回ペンタブレットdeアート投稿
コンテスト」の 応 募 作 品 展 示や似 顔 絵コー ナー 、
オリジナルグッズ販売など、盛りだくさん！
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■

■

野本憲一

PikattoAnime／ピカットアニメ
新潟もえしょく®プロジェクト
株式会社ピーエルエム

■
■
■
■

参加・観覧共無料

パレード開会式にはどうぶつビスケッツ×PPPも参加！

アクアマリン

※開会式・出演者の撮影、
録音はご遠慮ください。

マルダイ

ランウェイウォーク＆
コスプレパフォーマンスステージ

会津問屋
死印

インターネットラジオステーション〈音泉〉
＆音mart

7番町ステージ
10 /22（日）14：00〜15：00
（がたふぇすコスプレPR特使）
絢音、
松谷琉優
、
出演
COSPLAYMODE 編集部

富士山の銘水

カーテン魂

■

一迅社

協力：燕三条ミニ四駆大学

ＭＣガッツ

10/21（土）22（日）10：00〜17：00

古町エリア

新潟三越●
西堀通
ローソン●

6番町アーケード

●
新潟市
マンガの家

テレビ東京バナナ社員「ナナナ」
とお揃いのポーズの６つ子が等身大パネルとなって、
がたふぇすに登場！ ※写真撮影可

佃煮のりお ×
すのこタン。

7番町ステージ

新潟眼鏡院●
新古町版画通
丸屋本店●
東堀通

協力：ホビーロード

あるみさん

©有限会社マルダイ／キャラクターデザイン：三ツ雪柚菜
© 有限会社マルダイ／キャラクターデザイン：藍圭あけ

がたふぇすアニソンカラオケ大会

マシンの改造コンテスト
「コンクールデレガンス」
を開催！目指せ入賞！

古町通6番町
10/21（土）10：00〜17：00
10/22（日）10：00〜15：00

おそ松さん×ナナナ 等身大パネル展示

7番町ステージ
10 /21（土）11：00〜11：30
10/22（日）13：00〜13：30
出演 金村明日香、村田綾野、田邉安彦

PC・ゲーム機の冷却台
「ピュアアルミニウムすのこ
タン。」
のマルダイによる、声優ステージイベントを
開催します。

古町通6番町
10/22（日）参加受付・
・
・
・
・11:30〜13:00
審査＆表彰・
・
・13：00〜13:30

ミニ四駆 物販コーナー

NEXT21 アトリウム

【痛車フェスコンテスト表彰式】
7番町ステージ
10/22（日）15：20〜

すのこタン。ライブ

ミニ四駆 コンクールデレガンス

❶喫茶 香里鐘
❷山長ハム
❸お好み焼 鉄板焼 六丁目 ❹そばの山文
❺鳥半

古町通7番町
10/21（土）22（日）10：00〜17：00

７番町ステージ

タミヤ 公 認 競 技 会 の５レーンコースを使 用した
「スーパーガタガタサーキット」が古町商店街に初
上陸。細長い商店街に展開されるレイアウトにあの
名物セクションがてんこ盛りのスーパーサーキット
でミニ四駆を走らせよう！
【開催クラス】
●オープンクラス
（高校生以上）
●ジュニアクラス
（小学４年生〜中学3年生）
●キッズクラス（小学3年生以下）※体験レースのみとなります
【参加方法】当日9:30〜12:00会場にて受付
※定員に達し次第終了

※店舗により営業日、営業時間、オリジナルメニューは
異なります。

松谷琉優

※定員に達したためランウェイウォークの申し込みは終了しました。

今年も新潟に痛車が集結！
お好きな痛車に投票しませんか？

古町通6番町の飲食店がミニ四駆をイメージ
したイベント限定メニューが今年も登場！タイ
アップメニューでミニ四駆を美味しく楽しもう！

絢音

キャラクターコスプレ誌「COSPLAYMODE」編集部らからの審査
を実施し、上位入賞者を表彰します。特別ゲストに、プロコスプレイ
ヤーの綾音とがたふぇすコスプレPR特使の松谷琉優が登場。

新潟痛車フェス
※ミニ四駆は株式会社タミヤの登録商標です。

上古町商店街 ⇒ 7番町ステージ
10/22（日）
受付
（ 県政記念館入口
12：00〜12：50
付近特設ブース ）
コスプレパレード開会式 13：00
パレード 13：05〜13：50
出演 どうぶつビスケッツ×PPP（開会式のみ）
絢音、
松谷琉優（がたふぇすコスプレPR特使）
【定員】
コスプレイヤー100名
※当日参加も可能です。参加ご希望の方は12:00〜
12:50の間に県政記念館で受付を行ってください。
※観覧のお客様につきましては、
自由ですので
定員はありません。

10/21（土）22（日）10：00〜17：00

京まふ（京都国際マンガ・アニメフェア）

〈委託販売〉
■

古町通6番町
10 /21（土）22（日）

アニメ・マンガ業界まるごと体験

古町通6・7番町

■

■

協賛：第一興商

10/21（土）13：00〜15：00

アニメソング限定のカラオケ大会を開催します！

古町エリア飲食店×ミニ四駆コラボ
JAM日本アニメ・マンガ専門学校

【定員】各回親子20組40名

■

古町通6番町
10/21（土）10：00〜17：00
10/22（日）10：00〜14：30
ミニ四ドクター
出演 MCガッツ、櫻井なる、

※１０/21
（土）
22
（日）
は10：00〜
※毎週水曜日休館
（祝日の場合は翌平日）

出演 野本憲一

■

ホバーズ

がたふぇすカップ2017

10 /19（木）〜2018/4/10（火）
11：00〜19：00

古町通6番町
10/22（日）①11：00〜12：30 ②14：00〜15：30

物販ブース

新潟市マンガの家

聖悠紀「超人ロック」生誕50周年展

1,000円（税込・親子一組分の料金）

新潟市出身のプロモデラー・野本憲一による、親子ミニ四駆講座！
一緒にミニ四駆を作ってサーキットを走らせましょう!!

10 /21（土）22（日）10：00〜17：00

■

親子で作ろう ミニ四駆!!

※当日参加も可能ですが、事前申し込みで定員に達した場合は締め切ら
せていただきます。詳しくはHPをご確認ください。

商店会のお店をはじめ絶品グルメ屋台やキッチンカーによるお祭り☆グルメを楽しもう！
ノベルティ付きコラボメニューを出品する萌えキャラコラボ屋台や人気の花のわたあめ
なども出店します！

■

司会／プロダクション・アイジー 郡司幹雄

10 /21（土）22（日）11：00〜17：00

5番町の参加店舗の萌えキャラを巡礼するスタンプ
ラリーを開催！オリジナルTシャツなど他では手に
入らない貴重な景品を用意してお待ちしております。
参加は先着順ですのでお早めに。

古町通5番町

入場無料

※入場には整理券が必要です。
※トークショー会場への入場は先着順になります。
座席の指定はございません。
※整理券の枚数には制限がございますので、予めご了承ください。

古町5番町商店街×JAM日本アニメ・マンガ専門学校コラボ企画

萌えキャラスタンプラリー

新潟市民プラザ（ NEXT21ビル 6F ）

コスプレパレード

プロモデラー 野本憲一の

古町通５・６・７番町

※当日参加も可能ですが、
事前申し込みで定員に達した場合は締め切らせていただきます。
詳しくはHPをご確認ください。

●NEXT21

古町通

中郵便局
●

自衛隊音楽ステージ
7番町ステージ
10/22（日）10：00〜10：20
16：30〜17：00

NEXT21アトリウム
10 /21（土）22（日）10：00〜17：00

新潟出身のマンガ家・佃煮のりお先生ががたふぇす
に登場！代表作『ひめゴト』から、最新作『双葉さん家
の姉弟』まで、
カラー・モノクロイラストの複製原画
を展示します。

7番町ステージ
10 /22（日）10：30〜11：30
出演 佃煮のりお、小野早稀

10/21（土）16：00〜16：30

テレビアニメ
「マクロス7」
の主題歌、吹き替えボーカルを担当し、
テレビ
アニメ
「武装錬金」
のオープニング曲
「真赤な誓い」
がスマッシュヒットを
記録し話題となった福山芳樹によるステージ！

佃煮のりお作品展

佃煮のりおトークショー

福山芳樹LIVEステージ
7番町ステージ
出演 福山芳樹

コラボ

福山芳樹

ⓒ佃煮のりお／白泉社

佃煮のりおのデビュー作『ひめゴト』がアニメ化され
た際に、
メインキャラ・運子会長を演じてから親交が
ある声優・小野早稀さんをゲストに迎えたトーク
ショーを開催！

佃煮のりおサイン会

佃煮のりお

小野早稀

7番町ステージ
10 /22（日）11：30〜12：30

当日会場にて『双葉さん家の姉弟』
コミックス1巻の購入が必須となります。
※当日参加も可能ですが、事前申し込みで定員に達した場合は締め切らせていただきます。
詳しくはHPをご確認ください。

※イベント内容・スケジュールはやむを得ず変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
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