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企画展「鋼の錬金術師展」 開催のお知らせ

荒川弘先生 描き下ろしイラスト ©2017 Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX

新潟市マンガ・アニメ情報館では、2018 年 7 月 14 日（土）から 「鋼の錬金術師展」を開催いたします。
《展覧会紹介》
荒川弘氏の人気漫画「鋼の錬金術師」の原画を展示します。原作原画とカラーイラストで振り返る「鋼の錬金
術師」原画展。この機会にぜひ足をお運びください。
◇200 点に及ぶ原作原画から、「鋼の錬金術師」の物語を振り返る
生命への問いかけ、憎しみの克服など、壮大なスケールの冒険物語に描かれるテーマは、連載終了から時
を経た今も色あせることがありません。荒川弘氏が、作品に込めた熱量を感じられる原画展となっています。
本展では、漫画家・荒川弘氏の描く貴重な生原稿で「ハガレン」の世界を振り返ります。
◇荒川弘氏の筆使いや息づかいを感じる原画の数々
カラー原画の、色を塗り重ねることで生まれる風合いと立体感は、生の原画だからこそ感じられます。原画か
ら伝わってくる作品に込められた熱量が、見る人を「ハガレン」の世界に引き込みます。
本展では、荒川弘氏による肉筆の原画を展示しています。「ハガレン」作品のファンはもちろんのこと、初めて

作品をご覧になる方も、作者の筆使いや息づかいを感じられる生原画ならではの魅力をお楽しみいただけ
ます。
連載終了から 8 年、今なお色あせることのない「鋼の錬金術師」の世界をお楽しみください。
※本展は、実写映画化を記念し昨年 9~11 月に東京と大阪で開催された同名の展覧会から、マンガ原画に
絞って再構成したものです。
《鋼の錬金術師とは》
「鋼の錬金術師」は、月刊『少年ガンガン』（スクウェア・エニックス）にて、2001 年 8 月号から 2010 年 7
月号まで連載された、漫画家・荒川弘氏によるダークファンタジー漫画。
全世界シリーズ累計発行部数は 7,000 万部超を記録。2003 年と 2009 年に TV アニメ化、2005 年と
2011 年には劇場アニメが公開され、2017 年 12 月には実写映画が公開されるなど、連載当初から現在に
至るまで高い人気を博し続ける大ヒット作品となっています。
《音声ガイド・グッズ》
展覧会をより深くお楽しみいただけるように、TV アニメ版の声優による展覧会録り下ろしの音声ガイド（有料）
も用意。ショップでは展覧会オリジナルグッズも取り扱っています。

クリアファイルコレクション(全 20 種)

スポーツタオル(3 種)

ポストカードセット 10 枚入り(3 種)

価格:400 円(※ブラインド仕様)

価格:各 2,000 円

価格:各 1,000 円
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《開催概要》
【展覧会名】 鋼の錬金術師展
【開催日時】 2018 年 7 月 14 日（土）〜2018 年 8 月 19 日（日）会期中無休
11：00〜19：00（※土・日・祝日は 10：00〜、入場は閉館の 30 分前まで）
【会場】 新潟市マンガ・アニメ情報館
【入場料】
＜前売券＞

発売期間 2018 年 6 月 16 日（土）〜2018 年 7 月 13 日（金）
一般 1,100 円（※前売券販売は一般のみ）
販売場所 ◯セブンチケット ◯ローソンチケット ◯アニメイトオンラインショップ ◯アニメイト
（新潟店、長岡店） ◯新潟市マンガの家 ◯新潟市マンガ・アニメ情報館
※アニメイトオンラインショップは、お客様のご購入タイミングによっては会期初日以降のチケッ
トのお届けになる可能性がございます。

＜当日券＞一般 1,300 円（1,040 円）、中高生 800 円（640 円）、小学生 300 円（240 円）
※

当日券は新潟市マンガ・アニメ情報館のみで販売いたします。

※

入場料は税込み （ ）内は団体料金です。

※

有料 20 名様以上の団体は２割引き｡

※

小学生未満入場無料。未就学児のご入場は保護者（18 歳以上）の同伴が必要となります。

※

土・日・祝は小中学生無料｡

※

中高生のお客様は、入館の際に生徒手帳・学生証をご提示下さい｡

※

障がい者手帳、療育手帳をお持ちの方及び一部の介助者は無料（受付でご提示ください）｡

※

混雑状況により、当日券のお客様にはご入場をお待ちいただく場合がございます。予めご了承くだ
さい。

※

常設展も観覧可｡

※

減免対象として無料で入館した方も、入場券の提示で音声ガイドの購入が可能です。

※

会場内グッズコーナーへのご入場には「鋼の錬金術師展」の入場券が必要です。

※

当日券はその日限り有効、再入場不可｡

○主催 鋼の錬金術師展新潟実行委員会（新潟市／ＢＳＮ新潟放送／新潟市マンガ・アニメ情報館）
○協力 「鋼の錬金術師展」実行委員会、スクウェア・エニックス
※展覧会をご紹介いただく際は、本紙に記載されている情報にてご掲載をお願い致します。また、画像掲載
の際は、別紙「広報用画像リスト」をご参照のうえ、ご掲載いただきますようお願い申し上げます。
《本展覧会へのお問い合わせ》
新潟市マンガ・アニメ情報館

〒950-0909 新潟市中央区八千代 2-5-7 万代シテイ BP2 1F
TEL:025(240)4311 FAX:025(240)4312 E-Mail:info@nmam.jp
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※１の画像を使用される際は、以下のクレジットをご利用ください。

©2017 Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX
※２以降の画像を使用される際は以下のクレジットをご利用ください。

©Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX
※画像を多数掲載の場合のコピーライトは、１ページに付き1箇所にまとめていただいて構いません。
※全ての画像への文字載せやトンボ箇所以外のトリミングは不可です。

作品画像使用申込書
新潟市マンガ・アニメ情報館
FAX：025-240-4312

鋼の錬金術師展 担当行き

E-Mail：info@nmam.jp

作品画像の使用を希望する場合、下記の注意書きをよくお読みになり、上記 FAX もしくはメールに必要
事項をご記入の上、お送りください。

作品画像の使用に関する注意事項
 作品画像のご使用は、本展をご紹介いただける場合に限らせていただきます。
本展示会終了後の使用はできませんので、ご了承ください。
 作品画像は、必ず全図でご使用ください。トリミング・ボカシ等の加工はお断りします。部分使用や作品
に文字やほかのイメージを重ねることはできません。
 掲載に当たっては、クレジットを必ずご記載ください。（省略不可、著作権表示も必須です。）
 WEB サイト掲載時は画像にコピーガード等を施してください。また、掲載前に PDF 等で校正をお送りくだ
さい。
 クレジット表記などの確認のため、校正段階で原稿を当館までメールもしくは FAX にてお送りください。
（監修にお時間を頂戴する場合があります。ご了承ください。）
 掲載紙・誌、URL、もしくは録画 DVD 等を送付いただきますようお願いいたします。なお、掲載紙・誌は 2
部ずつ送付いただきますようお願いいたします。

使用を希望す
る画像番号
貴社名
所在地
TEL/FAX
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−

）

TEL：

FAX：

媒体・番組名
発行・放送予
定日

月
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：

〜

：

）

ご担当者様
E-mail
新潟市マンガ・アニメ情報館
TEL：025-240-4311

〒950-0909 新潟市中央区八千代 2-5-7 万代シテイ BP2 1F

FAX：025-240-4312

E-Mail：info@nmam.jp

「鋼の錬金術師展」 担当行き

新潟市マンガ・アニメ情報館

FAX：025-240-4312

E-Mail：info@nmam.jp

鋼の錬金術師展
チケットプレゼント（3 ペア（6 枚）まで）申込書
本展示会のチケットプレゼント（招待券）を希望される方は、担当まで FAX またはメールにて必要
事項をご記入の上、お申し込みください。
なお、チケットプレゼントの提供は、本展をご紹介いただける場合に限らせていただきます。

貴社名

メディア・部署
ご担当者名
ご住所

TEL/FAX

（〒

−

）

TEL

FAX

E-Mail
掲載・紹介予定日/コーナー名等

通信欄（ご希望がありましたらご記入ください）

新潟市マンガ・アニメ情報館
〒950-0909 新潟市中央区八千代 2-5-7 万代シテイ BP2 1F
TEL：025-240-4311

FAX：025-240-4312

E-Mail：info@nmam.jp

