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アニメーション映画『GODZILLA 怪獣惑星』公開記念

GODZILLA GENERATION
生賴範義・開田裕治・西川伸司 3ILLUSTRATORS' 咆吼
10 月 27 日（金）よりタワーレコード渋谷店 8F SpaceHACHIKAI にて開催決定！
タワーレコード渋⾕店では、10 ⽉ 27 ⽇（⾦）〜11 ⽉ 19 ⽇（⽇）の期間、同店８階の催事場”SpaceHACHIKAI“にて、ア
ニメーション映画『GODZILLA 怪獣惑星』[11 ⽉ 17 ⽇（⾦）より全国公開]の公開を記念し、
『ゴジラ』
（1954 年公開）から
最新作『GODZILLA 怪獣惑星』までの全 32 作を、⽇本のみならず世界で多くのファンを魅了する“ゴジラ”を描き続けた作家
3 名（⽣賴範義・開⽥裕治・⻄川伸司）の作品を中⼼に紹介する原画展『GODIZLLA GENERATION ⽣賴範義・開⽥裕治・⻄
川伸司 3ILLUSTRATORS' 咆吼』を開催します。
『GODIZLLA GENERATION ⽣賴範義・開⽥裕治・⻄川伸司 3ILLUSTRATORS' 咆吼』では、平成ゴジラシリーズを中⼼
に映画ポスターを描き続けた“⽣賴範義”、その時代に活躍する全てのゴジラを描き続ける怪獣絵師こと、イラストレーターの“開
⽥裕治”、「ミレニアムゴジラ」「機⿓」などの本編の怪獣デザイナーとしても活躍した漫画家“⻄川伸司”の 3 名を中⼼としたゴ
ジラシリーズ全 32 作の原画、ジークレイ原画、複製原画など 50 点（予定）の展⽰に加え、
「シン・ゴジラ」描き下ろし 8 点、
最新作公開記念として、開⽥裕治、⻄川伸司による「GODILLA 怪獣惑星」描き下ろしを本邦初公開。さらに、会場内にて、
サイン会などのイベント開催をはじめ、限定グッズを多数取り揃えた“SHIN GODZILLA SHOP”もオープンします。
『ゴジラ』から『シン・ゴジラ』まで、驚愕の筆致が描き出す“怪獣王の世界”を、お⾒逃しなく。
アニメーション映画『GODZILLA 怪獣惑星』公開記念
GODIZLLA GENERATION ⽣賴範義・開⽥裕治・⻄川伸司 3ILLUSTRATORS' 咆吼
開催⽇時：10 ⽉ 27 ⽇（⾦）〜11 ⽉ 19 ⽇（⽇）
11 時〜21 時 ※初⽇のみ 10 時〜21 時
（最終⼊場：20 時 30 分）
会
場：タワーレコード渋⾕店 8F「SpaceHACHIKAI」
⼊ 場 料：800 円（税込）
展⽰内容：
・「シン・ゴジラ」（2016） 開⽥裕治原画
・「シン・ゴジラ」（2016） ⻄川伸司原画
・「ゴジラ」（1954） 開⽥裕治原画
・「ゴジラ VS ヘドラ」
（1991） ⻄川伸司原画
・「ゴジラ対メガロ」（1973） ⻄川伸司原画
・「ゴジラ VS キングギドラ」
（1991） ⽣賴範義原画
・「ゴジラ VS スペースゴジラ」
（1994） ⻄川伸司原画
・「ゴジラ VS デストロイア」
（1995） ⽣賴範義原画
・「GODZILLA」
（1998） 開⽥裕治原画
・「GODZILLA」
（2014） 開⽥裕治原画
他、『シン・ゴジラ』描き下ろし 8 点、原画、ジークレイ原画、複製原画
など全 50 点を展⽰予定
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☆イベント、グッズ販売については 2 ページ⽬以降をご覧ください。
お問合せ：タワーレコード渋⾕店（TEL：03-3496-3661）

■⽣賴範義(おおらい のりよし) プロフィール
1935 年⽣まれ。兵庫県明⽯市出⾝。東京芸術⼤学美術学部中退。1962 年、イラストレーターとして活動開始。1973 年、宮崎市に移住。1980
年、
『スター・ウォーズ ／ 帝国の逆襲』の国際版ポスターのイラストで脚光を浴び、同年、第 11 回星雲賞アート部⾨を受賞。映画ポスター
では『ゴジラ』シリーズのほか、『浪⼈街』
（1990 年）
『⽇本沈没』
（2006 年）など。
2014 年、
「平成 26 年度⽂化庁映画賞」で映画功労賞受賞。2015 年 10 年 27 ⽇に逝去。享年 79。
■開⽥裕治(かいだ ゆうじ)プロフィール
1953 年⽣まれ、兵庫県出⾝。“怪獣絵師”の異名を取るイラストレーター。⽇本 SF 作家クラブ会員。怪獣やロボットなどの SF イラストで、
プラモデルや映像ソフト、⾳楽ソフトなどのパッケージを中⼼に活躍。
1997 年に第 28 回星雲賞（アート部⾨）を受賞。最新作は、映画「キングコング:髑髏島の巨神」⽇本版ポスター。
■⻄川伸司（にしかわ しんじ） プロフィール
1964 年⽣まれ、京都府出⾝。1988 年、
『⼟偶ファミリー』でデビュー。主な漫画作品に『⻘い海のサシミ』『YAT 安⼼！宇宙旅⾏』など。
1989 年、
『ゴジラ vs ビオランテ』でビオランテをデザインし、以降『ゴジラ』シリーズに怪獣、メカニックのデザインで参加。
『ゴジラ 2000
ミレニアム』(1999 年)『ゴジラ×メガギラス G 消滅作戦』(2000 年)ではゴジラのデザインから敵怪獣までの全てをデザイン、さらに絵コン
テも担当している。

■ 本件に関する報道関係各位からのお問合せ先 ■
タワーレコード株式会社 広報室 ⾕河、伊早坂、松本 TEL：03-4332-0705 Email：press@tower.co.jp

■販売グッズ

※このほか、マスキングテープや⽸バッジ、ポスターなども販売予定となっております。

イベント画集

⾁筆画仕上イメージ図

■イベント画集「GODZILLA GENERATION 3ILLUSTRATORS' 咆吼」⽣賴範義・開⽥裕治・⻄川伸司（A4 判型、104P）
価格：4,500 円+税
■⾁筆画“モスラ＆モスラ幼⾍”
※限定 5 名様受注販売
価格：70,000 円+税
怪獣絵師 開⽥裕治が貴⽅だけに丁寧に直筆で描き下ろす⾁筆画！

T シャツ（開⽥裕治）

T シャツ（⻄川伸司）

クリアファイル（開⽥裕治）

■開⽥裕治 シン・ゴジラ T シャツ（サイズ：S、M、L、XL、XXL）

価格：4,200 円+税

■⻄川伸司 シン・ゴジラ T シャツ（サイズ：S、M、L、XL、XXL）

価格：3,500 円+税

■開⽥裕治 シン・ゴジラ クリアファイル（2 種）

価格：700 円+税

■⻄川伸司 シン・ゴジラ クリアファイル（2 種）

価格：700 円+税

クリアファイル（⻄川伸司）

コースター（4 種）

■⻄川伸司 SD イラストコースター（41 種）※続々増殖中
価格：各 400 円+税
最新作は、ゴジラ 2016 第 3 形態、⼩美⼈、ミニラ、昭和モスラ幼⾍、⽣賴範義版メカゴジラ 1993。以降、X 星⼈、
メーサー殺獣光線⾞、轟天号を予定。

メガロ 1973 ⻘い⽩銀像 ヘドラ 1971 ⾚⽬の⻩⾦像

■メガロ 1973 ⻘い⽩銀像 ※限定 6 体

ゴジラ 1954

ゴジラ 1962

＜US.TOYS 謹製＞
ゴジラ 1964

ゴジラ 1989

ヘドラ

価格：10,000 円+税

■ヘドラ 1971 ⾚⽬の⻩⾦像 ※限定 6 体

価格：10,000 円+税

■US.TOYS 謹製 ゴジラ 1954（限定 5 体）、ゴジラ 1962（限定 10 体）、ゴジラ 1964（限定 10 体）、
ゴジラ 1989（限定 3 体） 価格：各 2,700 円+税
■US.TOYS 謹製 ヘドラ

※限定 10 体

価格：2,700 円+税
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■イベント

開⽥裕治

⻄川伸司

⿇宮騎亜

10 ⽉ 27 ⽇（⾦）19 時〜
⽣賴範義追悼⿍談 開⽥裕治 × ⻄川伸司 × ⿇宮騎亜
イベント初⽇は、⽣賴範義⽒の 3 周忌にあたります。⽒を追悼した描き下ろし作品を献筆した 3 ⼈による⿍談。
⽣賴⽒から受けた影響、作品のことなど、徹底的に語ります。
会場には、追悼コーナーとして、⽣賴範義によるラフスケッチや 3 ⼈による追悼イラストの展⽰コーナーを
併設します。
※イベント参加⽅法など詳細は、後⽇、タワーレコード渋⾕店 WEB（http://towershibuya.jp/）にて発表します。

10 ⽉ 29 ⽇（⽇）13 時〜14 時 30 分
⻄川伸司 トーク＆ライブドローイング、サイン会
ト ー ク ＆ ラ イ ブ ド ロ ー イ ン グ 終 了 後 に 開 催 す る サ イ ン 会 は 、 当 ⽇ ま で に イ ベ ン ト 画 集 「 GODZILLA GENERATION
3ILLUSTRATORS' 咆吼」をご購⼊いただいた⽅全員がご参加いただけます。
※イベントへのご参加は、
『GODIZLLA GENERATION ⽣賴範義・開⽥裕治・⻄川伸司 3ILLUSTRATORS' 咆吼』の⼊場券が必要です。
※サインはイベント画集にのみさせていただきます。
※持ち込みの⾊紙、商品へのサインのご依頼はご遠慮ください。

11 ⽉ 3 ⽇（⾦・祝）13 時〜
開⽥裕治 直筆東宝怪獣イラスト付きサイン会
下記対象⽇程にて、会場内にて税込 5,000 円以上お買い上げいただいた⽅に先着で参加券を差し上げます。
[参加券配布対象⽇]
10 ⽉ 27 ⽇（⾦）、28 ⽇（⾦）、29 ⽇（⽇）：各⽇先着 10 名様
11 ⽉ 3 ⽇（⾦・祝）：先着 20 名様
※イベントへのご参加は、
『GODIZLLA GENERATION ⽣賴範義・開⽥裕治・⻄川伸司 3ILLUSTRATORS' 咆吼』の⼊場券が必要です。
※イラストは、開⽥裕治先⽣がお好きな怪獣を選んで描かれます。
※イラストのリクエストは出来ません。当⽇は 1 種類 1 ポーズのみとなります。
※持ち込みの⾊紙、商品へのサインのご依頼はご遠慮ください。

11 ⽉ 19 ⽇（⽇）13 時〜17 時
⻄川伸司 リクエスト付きサイン会
当⽇、先着 15 名様にご参加いただけます。（参加費：10,000 円+税）
※イベントへのご参加は、
『GODIZLLA GENERATION ⽣賴範義・開⽥裕治・⻄川伸司 3ILLUSTRATORS' 咆吼』の⼊場券が必要です。
※リクエストは、怪獣 1 体のみです。メカ怪獣は時間の関係でお断りする場合があります。予めご了承ください。
※リクエストは、ハリウッド版ゴジラを除く、東宝ゴジラシリーズに限定させていただきます。
※持ち込みの⾊紙、商品へのサインのご依頼はご遠慮ください。

☆ギャラリートーク＆サイン会
⽣賴範義⽒の御⻑男オーライタロー⽒、開⽥裕治先⽣、⻄川伸司先⽣をはじめとして、会期中様々なイベントを予定していま
す。どうぞお楽しみに。
10 ⽉ 28 ⽇（⼟）
、11 ⽉ 4 ⽇（⼟）
、5 ⽇（⽇）
、12 ⽇（⽇） 各⽇ 13 時〜14 時 30 分
※イベント参加⽅法など詳細は、後⽇、タワーレコード渋⾕店 WEB（http://towershibuya.jp/）にて発表します。
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