がたふぇす Vol.9 Ｐ2

がたふぇす Vol.9 Ｐ3

古町 エリア

FURUMACHI AREA

i-MEDIA 国際映像メディア専門学校

アニメ作品上映イベント
『魔法使いの嫁』
セレクション上映＆
トークイベント

©2017 ヤマザキコレ /
マッグガーデン・魔法使いの嫁製作委員会

アニメ・マンガ業界
まるごと体験
10 /21（日）10：00〜17：00

皆さんが観ているアニメやマンガは、どうやって
作られているの？どんな道具を使っているの？など
など、アニメ・マンガ・イラスト・ゲームを勉強する
専門学校の一部を見学できます。

当日券1,500円

竹内良太

ファーレンハイト役で出演中の竹内良太さんをゲストに迎え、
竹内
さんが好きな『銀英伝DNT』エピソードを４話セレクトして上映。
上映後にはセレクトした話数に関するトークを開催いたします。

作戦名モルゲンロート 〜払暁の稜線、朱く輝けり〜
別名 銀英伝DNT おっさんずトークin新潟
２F ドイツ料理「モルゲンロート」
10/20（土）20：15〜21：45
当日券5,500円
出演 安達裕章（監修 らいとすたっふ代表）
田坂秀将（プロデューサー）
郡司幹雄（エグゼクティブプロデューサー）

© 田中芳樹 / 松竹・Production I.G

『銀河英雄伝説 Die Neue These 』
新潟会戦／振り返り上映会

３F シアターNEXT-ONE
10 /21
（日）①１〜４話／11：00〜13：30
②５〜８話／14：00〜16：30 ③９〜１２話／17：00〜19：30
当日券各回1,500円 ／１〜１２話通し券 当日券3,000円（※）
出演 安達裕章（監修 らいとすたっふ代表）
田坂秀将（プロデューサー）
郡司幹雄（エグゼクティブプロデューサー）
総合司会 中村繪里子 ※出演者は各回共通

『銀河英雄伝説 Die Neue These』の振り返り上映、また各回の上映後に安達裕章
さん、田坂秀将さん、郡司幹雄さんによる製作スタッフトークを実施いたします。CG
制作過程の映像なども準備中です。
『銀河英雄伝説 Die Neue These』振り返り上映会の通しチケットとなります。
（ ①〜③の
（※）
イベントのほかに全話上映が実施されるということではございません。ご注意ください）
。1話
から12話までの一気見をされる方がお得に上映を楽しめるチケットとなります。各回終了ごとに
完全入替となるため、上映終了ごとに一度退場いただくこととなります。あらかじめご了承くだ
さい。上映内容につきましてはイベント①〜③の内容をご確認ください。

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。

マシンを持っていなくてもOK！ミニ四駆・レンタル
マシンでタミヤ公認競技会のコースを無料体験し
よう！走行体験者にはタミヤステッカープレゼントあり。
【参加方法】参加随時受付

アニソンリクエストコーナー

1/1 ミニ四駆 実車化プロジェクト

「エアロ アバンテがたふぇすver.」
展示＆エンジンデモ

古町通5番町
10/20（土）21（日）10：00〜17：00

「アニソン」限定でリクエストを受け付けます。
お気軽にDJブース、または、会場内のリクエスト
BOXまでどうぞ！

展示 10/20（土）10：00〜17：00
10/21（日）10：00〜15：00
エンジンデモ
10/20（土）①13：30〜②15：10〜
10/21（日）①13:00〜②14:40〜

コスプレパレード

上古町商店街 ⇒ 7番町ステージ
10/21（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
【定員】
コスプレイヤー100名

7番町ステージ

10 /21（日）14：10〜15：00

古町通6番町 Asian Dining&Bar ROYAL
（ロイヤル）
（受付16
：
30〜）
10/21（日）17：00〜19：30
男性8,000円／女性2,000円

講談社
「ヤングマガジン」
で大人気連載中のマンガ
『MFゴースト』のイベントががたふぇすに参戦
します！パネル展示の他、主人公カナタの愛車
「赤い86」
と同型車両の展示も！

大型アニメ＆マンガイベント
「がたふぇす」
、
街コン運営最大手「街コンジャパン」、
アニメ専門チャンネル
「アニマックス」
の
トリプルコラボにより、アニメファンの
ための街コンイベントを開催！
■参加人数想定：100名程度
（男性50名、女性50名）
■参加資格：20〜39歳独身の男女
※身分証明書確認あり

ⓒしげの秀一／講談社

7番町ステージ
10/20（土）13：15〜13：30／10/21（日）12：45〜13：00
出演 農海姫夏

新潟痛車フェス

古町通5〜7番町、
古町通1〜3番町（21日のみ）
10/20（土）21（日）10：00〜17：00
【痛車フェス表彰式】
7番町ステージ
10/21（日）15：30〜16：10

「ミニ四駆・製作体験ワークショップ
with 新潟国際自動車大学校」
10/20（土）10：00〜17：00
10/21（日）10：00〜15：00

整備士学校の学生さんと一緒に、
燕三条
産 の 工 具を使ってオリジ ナル のミニ
四駆を作ろう！出来上がったマシンは
試走もOK！体験者にはタミヤステッカー
をプレゼント！

ミニ四駆＆
プラモデル販売コーナー
vol.9コラボ

MFGエンジェルス 農海姫夏
（のうみひな）
さんが登場！

MFゴースト
プロモーショントークショー

10/20（土）①10:00〜12:30②13:30〜17:00
10/21（日）①10:00〜12:30②13:00〜15:00

運営協力：三条ものづくり学校・専門学校、新潟国際自動車大学校
工具協力：マルト長谷川
【参加方法】当日随時受付／販売コーナーで製作するミニ四駆を購入して参加

古町通6番町
×

タミヤRCホビー
「エアロ アバンテ」
＆
「ダンシングライダー」
体験コーナー

燕三条ミニ四駆大学presents

アニ☆コン in がたふぇす

古町通5番町
10/20（土）21（日）10：00〜17：00

実際の車になった迫力満点の1/1
ミニ四駆が
「がたふぇす」
デザイン
で新潟初登場！一緒に記念撮影を
しよう！エンジン始動・デモンスト
レーションも実施します！

会場に展示されている1/1実車のRCカー
「エアロ アバンテ」
や
「ダンシングライダー」
など、
タミヤのRCカーを無料体験しよう！
【参加方法】参加随時受付

協力 COSPLAYMODE 編集部

vol.9

ミニ四駆走行体験

10/20（土）10：00〜17：00
10/21（日）10：00〜14：30

10 /20（土）21（日）10：30〜16：30

コスプレステージ

MFゴースト×がたふぇすVol.9

古町通5番町
10/20（土）①12:00〜②15:00〜
サイン会／14:00〜
10/21（日）①11:00〜②12:00〜③15:00〜
サイン会／14:00〜
出演 農海姫夏

古町通5番町

参加・観覧共無料

古町通5・6・7番町
×

萌えキャラスタンプラリー

※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。

MFＧ
エンジェルス撮影会

製作スタッフトークでおなじみの安達裕章さん、
田坂秀将さん、郡司幹雄さんの3名の男性陣に
よる製作秘話が聞けるイベントです。美味しい
ドイツ料理とドイツビールを楽しみながら、あんな
話やこんな話をお楽しみください。
※価格には飲食費が含まれております。
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中村繪里子

JAM日本アニメ・マンガ専門学校

『銀河英雄伝説 Die Neue These』
新潟会戦／セレクション上映会
３F シアターNEXT-ONE
10/20（土）14：30〜17：15
出演 竹内良太（ファーレンハイト役）

３F シアターNEXT-ONE
10 /20（土）18：00〜19：30
当日券1,500円
出演 中村繪里子
司会／プロダクション・アイジー 郡司幹雄

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。好評だった昨年に続き、今年も開催決定です！
今回も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。
また、
トークイベント終了後には参加者全員へ中村繪里子さんの直筆サインお渡し会を
実施いたします。

３F シアターNEXT-ONE
10/20（土）11：00〜13：45
当日券1,500円
出演 竹内良太（エリアス・エインズワース役）

2017年10月から放送され好評を博したアニメ
『魔法使いの嫁』。エリアス・エインズワース役を
演じた竹内良太さんをゲストに迎え、作品の上映
とアフタートークを実施いたします。竹内さんが
選んだ4話分の上映、
また上映後には選ばれた話数
に関連したお話しなどをトークで伺います。まだ
作品に触れたことのない方も、作品を大切にして
くれている方もお楽しみいただける上映会です。

声優とアニメ会社社員による、
意外と身近なアニメ業界in新潟 その２！

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

10/20（土）10：00〜17：00
10/21（日）10：00〜15：00

ミニ四駆関連のグッズを販売！ 購入者限定の
タミヤステッカーのプレゼントもあります！
物販協力：ホビーロード

ホビージャパン×TOYラジ
古町通6番町

農海姫夏

10/20（土）21（日）10：00〜17：00

出演 野本憲一／ TOYラジ：オオゴシトモエ、長徳佳崇

展示内容：10/20（土）ガンプラ／10/21（日）カーモデル
【プロモデラー野本憲一さんの
「ガンプラ展」
テクニック講座】
10/20（土）①12：00〜②14：00〜

がたふぇすカップ2018

10/20（土）10：00〜15：45／10/21（日）10：00〜15：10
出演 MCガッツ・ミニ四ドクター 櫻井なる

ガタガタサーキット
（3レーン）
＆ゼロヨンコース
（50m直線×4レーン）
タミヤ公認競技会が今年も
「がたふぇす」
で開催決定！3レーン
サーキットとロングストレートのゼロヨンコースで複合勝負。
自分のマシンを持って参加しよう！
【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〜 会場にて受付 ※定員に達し次第終了

※各1時間を予定

【プロモデラー野本憲一さんの
「カーモデル展」
テクニック講座】
10/21（日）①12：00〜②14：00〜

野本憲一

※各1時間を予定

ＭＣガッツ

【TOYラジ配信予定時間】
10/20（土）21（日）10：00〜

※天候により変更する場合があります。
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