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『AKIRA』『幻魔大戦』上映会
7 月 14 日（土）〜21 日（土）
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浜
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会場：シネマノヴェチェント（火曜定休） 料金：各 1300 円均一

★特別興行

AKIRA（ゲストトーク有り）

7/14 14 時 ~ 水谷利春 美術監督、タムラフキコさん
7/16 14 時 ~ 明田川進 音響監督

料金：前売 3500 円 当日 4000 円

懇親会 4000 円（フード＆指定ドリンク 3 杯）

★特別興行

幻魔大戦（ゲストトーク有り）

『AKIRA』©1988 マッシュルーム／アキラ製作委員会

7/15 14 時 ~ 野田卓雄作画監督（予定）

7/14 7/15
（土） （日）

料金：前売 3500 円 当日 4000 円

懇親会 4000 円（フード＆指定ドリンク 3 杯）

幻魔大戦（ゲストトーク有り）

7/21 13 時～りんたろう監督、丸山正雄さん

料金：前売 4000 円 当日 4500 円

懇親会 4000 円（フード＆指定ドリンク 3 杯）

11:30～

AKIRA 幻魔大戦

AKIRA 幻魔大戦 AKIRA
14:00～ ★特別興行
★特別興行 ★特別興行

7/17
（火）

7/18
（水）

7/19
（木）

7/20 7/21
（金） （土）
13:00
幻魔大戦

休館日

★特別興行

7/16
（月）

『幻魔大戦』©KADOKAWA 1983

★特別興行

16:30～

幻魔大戦 幻魔大戦 幻魔大戦

19:00～

AKIRA

AKIRA AKIRA

開催期間●７月１4 日（土）〜 ８月１３日（日）
京急線
戸部駅

『AKIRA』『幻魔大戦』上映会
7 月 14 日（土）〜21 日（土）
会場：シネマノヴェチェント 地図 1

横浜市西区中央 2-1-8 岩崎ビル２Ｆ
京急戸部駅より徒歩 10 分 上映スケジュールと料金は上部

『AKIRA』（1988 35 ミリ カラー 124 分）
監督・原作：大友克洋 脚本：大友克洋 橋本以蔵
作画監督：なかむらたかし 作画監督補：森本晃司
美術：海老沢一男 池畑祐治 大野広司
美術監督：水谷利春 撮影監督：三澤勝治
音響監督：明田川進 背景：タムラフキコ
音楽：芸能山城組
『幻魔大戦』（1983 35 ミリ カラー 135 分）
監督：りんたろう 製作：角川春樹 石森章太郎
プロデューサー・音響監督：明田川進
原作：平井和正 石森章太郎
脚本：真崎守 桂千穂 内藤誠
キャラクターデザイン：大友克洋
作画監督：野田卓雄 音楽監督：キース・エマーソン
設定：丸山正雄 背景：タムラフキコ

銭湯上映会『キートンの大列車追跡』
7 月 28 日（土）18:30 ～（18 時開場）
会場：萬歳湯 地図 2
横浜市西区中央 1−23−3 京急戸部駅より徒歩 5 分

活弁士：檀鼓太郎 生伴奏：城田有子＆Co.
20:15 ～ミニトーク ゲスト：タムラフキコ × 檀鼓太郎
20:30 ～終演予定
（銭湯ではクッション・うちわ持参をおすすめ。水着参加ＯＫ）

申込方法：6 月 24 日 11 時 30 分より☎ 045-548-8712
またはメール：info@cinema1900.yokohama にて受付開始。
メールの場合、『銭湯上映希望』と題し、お名前・参加希望
人数（3 名まで）・ご連絡先を明記の上お申込み下さい。
先着 40 名様を無料でご招待します。（未就学児入場不可）
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★萬歳湯
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藤棚デパートメント 3

薬セイジョー

タムラフキコさんによる
こどもイラスト講座
8 月 4 日（土）14 時〜16 時
会場：藤棚デパートメント 地図 3
横浜市西区中央 2−13−1

参加資格：ひとりで参加できる中学生まで。
先着 10 名無料招待
※6/24 11:30 より受付開始 ☎ 045-548-8712
またはメール：info@cinema1900.yokohama
メールには「イラスト講座希望」と題し、
お名前・参加人数（2 名まで）・連絡先を明記。

タムラフキコ プロフィール
長野県飯田市生まれ。
芸大受験失敗後、京友禅の染工房へ
入るも 東京に戻ってムクオスタジ
オにて アニメ－ション背景マン。
『幻魔大戦』、『カムイの剣』、退社後
『アキラ』『
、火垂るの墓』などに参加。
安西水丸氏にイラストレーションを
師事。2006 年よりイラストレーター
として出版、広告などで活動。
T I S 会員。

タムラフキコ イラスト展

7 月 14 日（土）～ 8 月 13 日（月）
会場：シネマノヴェチェント（火曜定休）

※タムラフキコイラスト販売有り
※各店舗を訪れた方にポストカードをプレゼントします

地図

1 & 藤棚一番街 地図 4
展示協力店舗：アンディーヌ、手まり寿司
今井かまぼこ店、友愛セレモニーひるた

