＜タワーレコード渋谷店 SpaceHACHIKAI ニュース＞
2017 年 5 月 24 日

デビュー作「目明しポリ吉」発表 50 周年記念

永井豪 50EVE

～永井豪 50 周年前夜祭～

6 月 21 日（水）よりタワレコ渋谷店 SpaceHACHIKAI で開催決定！
「マジンガーＺ」
「デビルマン」「キューティーハニー」の原稿展示からイベントまで

情報解禁日時：2017 年 5 月 24 日（水）15:00
タワーレコード渋谷店では、デビュー作である「目明しポリ吉」が 1967 年に発表されてから今秋で数えて 50 年目を迎
える漫画家永井豪の企画展『永井豪 50EVE ～永井豪 50 周年前夜祭』を、同店８階の催事場”SpaceHACHIKAI“にて、6
月 21 日（水）~7 月 2 日（日）の間、開催することが決定しました。
本企画展では、今年、永井豪の様々な 50 周年イベント企画が企画
されている中、いち早くその前夜祭=EVE として実施するもので、
永井豪の作品から「マジンガーＺ」
、
「デビルマン」
、
「キューティー
ハニー」にフォーカスし、オープニングやエンディングの貴重な原
稿の複製画など、複製原稿約 50 点を展示します。その他にも、ダイ
ナミックプロダクション 45 周年企画として行われた「永井豪のワー
クショップ」を初めて一般上映するなど、盛りだくさん企画で 50 周
年を祝います。さらに、本展に先立って、6 月 10 日（土）よりタワ
ーレコード渋谷店内にて、
「謎謎㊿永井豪」～永井豪からの挑戦状～
と、称する謎解きゲームの開催や、永井豪のトークショーを行いま
す。
また、今回の『永井豪 50EVE ～永井豪 50 周年前夜祭』会場では、
50 周年記念特別特典（マジンガーZ、デビルマン、キューティーハ
ニーを永井豪がライブペイントした作品の複製版画）付きの直筆サ
イン入りアートグラフを 50 作品限定で制作販売する他、会場限定グ
ッズも販売も予定しています。
なお、今回、一般公開に先立ち内覧会を開催いたします。ご多忙
の折とは存じますが、是非ご来場いただければ幸いです。

◆ ご取材ならびにこの件に関するお問い合わせ先 ◆
タワーレコード株式会社 広報室 谷河（やがわ）
、松本、伊早坂
TEL：03-4332-0705
Email：press@tower.co.jp

永井豪 50EVE

～永井豪 50 周年前夜祭～

概要

開催日時：2017 年 6 月 21 日(水)～7 月 2 日(日)
会場
：タワーレコード渋谷店 8F SpaceHACHIKAI
〒150-0041 東京都渋谷区神南 1-22-14
営業時間：11:00～21:00（最終入場 20:30）※最終日のみ 17:00 まで（最終入場 16:30）
入場料 ： 800 円(税込)
※当日券（会場入り口にてお支払い） ※未就学児は無料
内容
：
「マジンガーZ」
、
「デビルマン」
、
「キューティーハニー」複製原稿約 50 点展示、
「永井豪コーナー」
その他
・リトグラフ、アートグラフ展示
・永井豪先生が 40 周年を記念して制作された描き下ろし風景をビデオ上映予定
・45 周年企画時の「永井豪のワークショップ」の上映
※永井豪のマジンガーZ、デビルマン、キューティーハニーのライブペイント風景の初上映
・記念グッズ販売
※永井豪直筆サイン入りアートグラフ 50 セット限定制作販売 他 ※下記参照
ＨＰ
：http://towershibuya.jp/news/2017/05/24/98607
主催
：株式会社マット（GoFa 事業部）
協力
：株式会社ダイナミックプロダクション
制作
：MAT エンタープライズ

記念グッズ販売詳細
販売グッズ一覧（予定）
※全て税込価格
○永井豪 40 周年記念描き下ろしイラスト永井豪直筆サイン入りアートグラフ
50 周年記念特別特典（マジンガーZ、デビルマン、キューティーハニーの永井豪ライブペイント作品の複製版画）付き
270,000 円 《限定 50 セット販売》
〇T シャツ３種
各 3,900 円
〇トートバック
2,500 円
〇ポストカードセット（３枚入り）
750 円
〇クリアファイル
700 円
〇ビール
800 円
〇リトグラフ・アートグラフ特別販売予定 98,000 円～300,000 円

特別企画/イベント
●GO NAGAI LIVE
永井豪トークショー
〇日 程：2017 年 6 月 26 日（月）
〇会 場：タワーレコード B1F CUTUPSTUDIO
〇時 間：トークショー 19：00～20：30 ※入場 18：30～調整中
当日、8Ｆ展示会は、11：00～23：00（最終入場 22：30）まで延長営業
〇ゲスト：調整中
〇参加費：2,800 円（税込）
※トークショーのチケットで永井豪 50EVE に入場できます。
〇販 売：タワーレコード渋谷店、ローソンチケットにて販売
●謎謎㊿永井豪～永井豪からの挑戦状～
タワーレコード渋谷店内にて行われる謎解きウォーク
〇日 程：6 月 10 日（土）～8 月 31 日（木）
〇会 場：タワーレコード渋谷店
〇参加費：1,500 円（税込）
〇販 売：タワーレコード渋谷店にて販売
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内覧会実施について
一般公開に先立ち内覧会をいたします。ご多忙とは存じますが、ぜひご来場ください。
ご希望のメディア様は下記【申し込み先】まで事前にお申し込みください。尚、当日はご入場の際にお名刺を２枚頂戴いた
しますので、ご用意頂きますようお願いいたします。
日時：6 月 20 日（火）

17：00 ～ 20：00

場所：タワーレコード渋谷店 8F Space HACHIKAI

〒150-0041

東京都渋谷区神南 1-22-14

※内覧会取材及びトークショーへの申し込み
6 月 26 日（月）におこなわれるトークショーに先立ちまして永井豪への囲み取材を受付いたします。
時間は 20 分ほどを予定しております。
取材希望のメディア様は、6 月 20 日の内覧会、同月 26 日トークショーと合わせまして、ご参加の有無を事前に下記のメ
ールアドレスまで、御社名、媒体名、人数をご連絡ください。
尚、当日はご入場の際にお名刺を 2 枚頂戴いたしますので、ご用意頂きますようお願いいたします。
※記事の掲載にあたっては事前に原稿・及び使用画像等の確認がございます。
■内覧会

日時：6 月 20 日（火）17：00～20：00

■トークショー

日時：6 月 26 日（月）19：00～20：30※囲み取材は 17：20～18：00 の間に 20 分程度予定

場所：タワーレコード渋谷店
〒150-0041

内覧会（8 階展示会場）
、トークショーB1（ライブ会場）

東京都渋谷区神南 1-22-14

※当日はお名刺を 2 枚ご用意ください。
【申し込み先】
株式会社マット（GoFa

LAB.）担当：梶野/島田

03-5327-8229
casino@gofa.co.jp
申込締切：6 月 9 日（火）17：00 まで
【注意事項】
※データの加工と複製は固くお断りいたします。
メインビジュアルを使用する際は下記表記を必ず入れてください。
©1972‐2017 Go Nagai / Dynamic Production All Rights Reserved.
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