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　昭和 29年（1954）、映画『ゴジラ』が公開されました。大怪獣の登場する迫真の特撮、科学技術への疑念、娯楽的な
要素と社会に対するメッセージ性を兼ね備えた『ゴジラ』は大ヒット映画となり、「特撮映画」「怪獣映画」というジャ
ンルが日本映画に確立されました。
　その後、60年をこえる人気シリーズとして、多くのゴジラ映画が誕生しました。現実と空想の交錯する世界と大暴れ
するゴジラの姿は、世代を超えて多くの人々の心に刻み込まれています。
　本展では、特撮の造形やデザインと映画をもとに生み出された怪獣やメカの立体造形、デザイン画やセット図面など、
約 680 点を展示。ゴジラ映画の魅力、映画を作り上げた人々の表現力、そしてゴジラの歩んできた時代を紹介します。

１　会期　平成 29年 7月 15 日（土）～ 9月 3日（日）　
　　　　　休館日：毎週月曜日（祝日に当たるときはその直後の平日）・毎月第４火曜日（祝日を除く）
　　　　　　　　　7月 18、24、25、31 日、　8月 7、21、22、28 日（8月 14 日は特別開館）
２　開館時間　9：30～17：00（入場は 16：30 まで）
２　会場　名古屋市博物館　特別展示室・部門展示室
３　主催　名古屋市博物館　中日新聞社　東海テレビ放送
４　協力　東宝　東宝映像美術　TOHOマーケティング
５　名古屋市博物館開館 40周年記念オフィシャルサポーター　東海学園大学
６　協賛　名古屋東急会
７　企画協力　北海道立近代美術館　北海道新聞社
８　展示協力　三池敏夫［特撮研究所］　酒井ゆうじ［（有）酒井ゆうじ造型工房］
９　観覧料　一般　1,300 円（1,100 円）　高大生 900 円（700 円）　小中学生 500 円（300 円）
※（　）内は前売および 20 名以上の団体料金
※前売券は 7月 14 日 ( 金 ) まで、名古屋市博物館、主要プレイガイド、主なコンビニエンスストア、チケットぴあ (P コー 
　ド 768-261)、ローソンチケット (Ｌコード 43942 ) などで販売。
※名古屋市交通局の一日乗車券･ドニチエコきっぷを利用してご来館の方は 100 円割引き。
※身体等に障害のある方または難病患者の方は、手帳または受給者証のご提示により、本人と介護者 2名まで当日料金
　の半額。

詳しくはWEBで　http://www.museum.city.nagoya.jp/godzilla/
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見どころ
見どころ①　 怪獣王の魅力がここに。

見どころ②　もりだくさんのイベントで、特撮の世界を体感

展示構成
Ⅱ　これがゴジラ映画の「ものづくり」だ～
　　『東京 SOS』の特撮美術・デザイン・造形Ⅰ　ゴジラの誕生

映画『ゴジラ』スチール写真　1954 年 「大プールでの撮影の様子」 映画『ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京 SOS』 2003 年 
三池敏夫／撮影
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Ⅳ　ゴジラ、スクリーンの外へ
　　～ヴィジョンの広がり

Ⅲ　昭和～平成～ミレニアムの特美・  
          デザイン・ 造形

　ゴジラの誕生から現在まで、60年以上にわたって生み出されてきた特撮の造形やデザイン、さらに映画をもとにした
作品など、あわせて約 680 点の豊富な映像資料を紹介します。
　ゴジラやゴジラシリーズで生み出された怪獣やメカ、デザイン画、セット図面など映画制作に関する貴重な資料を公
開！特に、実際に撮影に使われたゴジラスーツやモスラなどの立体造形は必見です。

　特撮の技術や仕組を利用した記念撮影コーナー、特撮の技法を体感できるワークショップ、会場内では一部作品の撮
影も可能です。＊詳しくは次頁へ

「キングギドラ　スーツ」 映画『ゴジラ・モスラ・キングギドラ 大怪獣総攻撃』 2001 年
品田冬樹／造形　東宝所蔵

「モスラ対ゴジラ 静之浦の戦い」　酒井ゆうじ／造形　2011 年　酒井ゆうじ所蔵



画像は福岡会場の様子です

毎日開催！

展示説明会

◆開催日 /7 月 26 日（水）・7月 30 日（日）
◆開演 /13:30（開場は 13:00）
◆会場 /1 階展示説明室（当日先着 100 名）
◆聴講 /無料 

講演会

＊事前申込制
◆開催日時 /7 月 22 日（土）13:30（開場は 13:00）
◆会場 /地下講堂（定員 220 名）
◆聴講 /無料
　＊本展観覧券必要。観覧済半券も可。
◆募集期間 /6 月 26 日（月）必着
◆講師 /樋口真嗣氏
（映画「シン・ゴジラ」監督・特技監督）

特撮ワークショップ　「綿で雲を作ってみよう」
＊事前申込制
◆開催日時 /8 月 12 日（土）・8月 24 日（木）　
　　　　　 ①10 時 30 分　②13 時 30 分  ＊各日 2回開催。
◆会場 /1 階展示説明室
◆所要時間 /１回あたり約 90分
◆定員・対象 /小中生 24 名まで（ご家族の見学もできます。）
　＊小学 4年生以下は保護者の付き添いが必要です。
◆参加費 /無料 　
　＊参加者・付き添いともに本展観覧券必要。観覧済半券も可。
◆募集締切 /7 月 25 日（火）必着
◆講師 /三池敏夫氏（特撮研究所）
◆協賛 /名古屋東急会

担当学芸員がゴジラ展の魅力を大紹介！

「デジタルで再構築したアナログの精神」

「特撮体験スタジオ」　ゴジラ vs 自分 名古屋でゴジラと戦おう！
特撮で使われる技法を用いて、名古屋城を背景にゴジラと自分が戦っている姿を
映し出している合成写真が撮影できます。

ゴジラの全身造形など撮影可能資料が登場！
大ヒット「シン・ゴジラ」の全身造形など、一部作品の写真撮影が可能です。

三池敏夫氏監修　「特撮フォトスポット」
家族やお友達が巨大な怪獣の大きさに見える写真が撮影できます。

特設体験スタジオイメージ

＊展覧会会場内（要観覧券）

＊会場外（無料・どなたでも参加可。）

「ゴジラ　スーツ」
映画『ゴジラ×メカゴジラ』2002 年特撮の世界を体感せよ！

ゴジラ映画の特撮を手がけてきた三池さんと
雲の上の世界を作ってみよう！

制作の様子
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＊事前申込制のイベントの申込方法：往復はがきに応募者全員の氏名・年齢・住所と電話番号（代表者）・ご希望の講座名と日時・付き添いの保護者または見学の人
　数（ワークショップのみ）を記入して、名古屋市博物館ゴジラ展「ワークショップ係」/「講演会係」宛（〒467-0806 名古屋市瑞穂区瑞穂通 1-27-1）にお送り下さ
　い。名古屋市電子申請サービス（https://www.e-shinsei.city.nagoya.jp/）でも受付中。ポータル画面から博物館の催事を検索のうえご利用ください。1口につき 1
　講座 2名まで応募可。１講座に対する重複応募不可。応募者多数の場合は、抽選になります。詳しくは名古屋市博物館ゴジラ展特設WEBサイトまたは、名古屋市
　博物館に直接お問い合わせください。（個人情報は応募者への連絡・集計のみに使用いたします。）
＊上記イベントに参加される方で、手話通訳・要約筆記など、特別なサポートをご希望の方は、お早めに博物館へご相談ください。

撮影できます！



名古屋市博物館 名古屋市瑞穂区瑞穂通一丁目27-1
Tel.(052)853-2655 / FAX (052)853-8400 / e-mail ncm-gaku@juno.ocn.ne.jp

名古屋市博物館 特別展

「ゴジラ展」
平成29年（2017）7月15日（土）～9月3日（日）

お問い合わせ先

広報用　作品画像・読者プレゼントチケット　申請書

貴社についてお知らせください

媒体名

所属部署

FAX

作品画像を1点以上掲載し、本展をご紹介いただける場合、
読者向けチケット（5組10名分まで）を提供します。

□希望する　　組　　名分

□希望しない

★希望される画像の□に✓してください。

ご掲載・放映の予定日がお決まりでしたらお知らせください。

貴社名

ご担当者名

ご住所   〒

TEL

E-mail

年　　月　　日

【個人情報の取扱いについて】
ご記入いただきました個人情報は、名古屋市博物館より今後の催事に関する情報発信や連絡などが必要な場合にのみ使用します。許可なく第三者に開示することはありません。

□4

 

Fax 052-853-8400　名古屋市博物館　特別展「ゴジラ展」広報事務局　星子宛

学芸課

□1 □2 □3

広報用画像の使用は、特別展「ゴジラ展」を紹介する場合に限ります。
展覧会終了後のご使用、または二次利用はお断りします。
広報用画像を紹介する場合は、展覧会名・会期・会場・作品名・クレジットを必ず記載してください。
広報用画像の背景抜き・トリミング・変形・部分使用・文字のせなどの加工はできません。
掲載記事につきましては、原稿及び校正稿にて内容の確認をさせていただきますので、下記のお問合わせ先までお送り下さい。

＊掲載媒体を1部納本ください。原則として掲載紙・誌が博物館に到着し、確認させていただいてから発送いたします。
　WEB媒体の場合は、公開開始時に掲載ページのURLをお知らせください。確認のうえ発送いたします。

■ 広報担当　主査：山田伸彦　学芸員：星子桃子

「ゴジラ　スーツ」
映画『ゴジラ×メカゴジラ』2002年
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「ゴジラ　スーツ」
映画『ゴジラvsデストロイア』1995年

TM&©TOHO CO., LTD.

＊資料名などの写真キャプションは記載のとおりに表記して下さい。版権表記（TM&©TOHO CO., LTD.）は改行せず、正しく表記して下さい。
（「.」（ピリオド）と「,」（カンマ）を区別し、「TOHO」の後と、「.,」の後は半角空きにして下さい。）
　複数点掲載する場合は、版権表記（TM&©TOHO CO., LTD.）は全体を俯瞰する位置 1 箇所に記載して下さい。

展覧会の詳しい内容については今後HP等でご紹介していきます。
ゴジラ展HP：http://www.museum.city.nagoya.jp/godzilla/

「ゴジラ　スーツ」
映画『ゴジラvsデストロイア』1995年

TM&©TOHO CO., LTD.

「ゴジラ　スーツ」
映画『ゴジラvsデストロイア』1995年

TM&©TOHO CO., LTD.

□5

「ゴジラ展」ロゴ
＊画像内の版権表記は必ず表記
　　して下さい


