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                                 ダイヤの A原画展 ～漫画×アニメ 夢の交流戦～ 

                            大阪 開催決定！！ 

 

 

開催告知ご掲載のお願い 
平素よりお世話になっております。 大阪南港 ＡＴＣ特設会場にて 

「ダイヤの A 原画展 ～漫画×アニメ 夢の交流戦～」が 

2016 年 2 月 27 日(土)-28 日(日)、 

3 月 5 日(土)-6 日(日)、3 月 12 日(土)-13 日(日)〔6 日間〕 

に開催することが決定致しました！ つきましては、是非イベントの 

開催告知をご検討頂けますようお願い申し上げます。 

 

あの京都の感動が大阪でも！！ 
京都国際マンガ・アニメフェア 2015 で開催された『ダイヤの A 原画展』の 

原画展示に、アニメ資料の展示も加わり、パワーアップした内容を 

お届けいたします！ 
©寺嶋裕二／講談社 

週刊少年マガジンにて大好評連載中の熱血高校野球漫画『ダイヤの A』。              

第二部も連載開始となり、ますます盛り上がりをみせる『ダイヤの A』の原画展を大阪南港 ＡＴＣ特設会場にて堂々

開催！ 

京都国際マンガ・アニメフェア 2015 で開催された『ダイヤの A 原画展』の原画展示に、アニメ資料の展示も加わり、

パワーアップした内容をお届けいたします！ 

主人公の「沢村栄純」の視点で物語を振り返る原作漫画コーナーでは、寺嶋先生の想いや情熱が詰まった単行本全巻

の表紙イラストや最新のカラーイラストなど 100 点以上を展示！ 

アニメ資料コーナーでは、名シーンや制作資料を展示！ 

原作に息が吹き込まれ、沢村たちが勢い良く動き出す様子を存分にお楽しみ頂けます！ 

また会場ではイベント記念商品を始めとする、各種商品も販売！ 

夏の甲子園の熱気にも負けない熱い原画展を、大阪南港 ＡＴＣ特設会場でご覧ください！ 

 

 

■イベント名：ダイヤの A 原画展 ～漫画×アニメ 夢の交流戦～ 

■料 金：    ◇前売券：1,000円（非課税） 

◇限定グッズ付前売券：3,000円（非課税） 

※限定グッズセット内容： 

・チケットホルダー（青道ロゴが箔押しされた原画展記念品としてぴったりのチケットホルダー） 

・マフラータオル（描き下ろしのディフォルメイラストを使用した季節感ばっちりのマフラータオル） 

■公式ホームページ：http://diaace-gengaten.com/  

■公式Twitterアカウント：https://twitter.com/diaace_gengaten 

■イベント公式Facebook：https://www.facebook.com/diaace.gengaten 

■お問い合わせ先：『ダイヤの A 原画展 in ATC ～漫画×アニメ 夢の交流戦～』運営事務局 TEL：06-6615-5556 

受付時間：10：00～17：00（土日祝日は除く。但しイベント会期中は受付致します。） 

■主 催： 『ダイヤの A 原画展～漫画×アニメ 夢の交流戦～』実行委員会 

■後 援：    テレビ大阪 

■画像クレジット：©寺嶋裕二／講談社 

     NEWS RELEASE     

https://twitter.com/diaace_gengaten
https://www.facebook.com/diaace.gengaten


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■入場券情報 

■料金 

◇前売券：1,000 円 限定グッズ付前売券：3,000 円 

◇当日券：1,300 円 限定グッズ付当日券：3,300 円 

※限定グッズセット内容： 

・チケットホルダー（青道ロゴが箔押しされた原画展記念品としてぴったりのチケットホルダー） 

・マフラータオル（描き下ろしのディフォルメイラストを使用した季節感ばっちりのマフラータオル） 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                        

   【チケットホルダー】               【マフラータオル】 

 

■前売券販売期間：2016 年 1 月 8 日(金)～2016 年 2 月 26 日(金)  

 ※アニメイトオンラインショップは 2016 年 2 月 12 日(金)までの販売となります。 

■販売先 

・アニメイト：大阪日本橋店、天王寺店、京都店、京橋店、三宮店、梅田店 

・アニメイトオンラインショップ：http://www.animate-onlineshop.jp/ 

・ローソンチケット（Ｌコード：52500）・セブンチケット 

・チケットぴあ（P コード：990-088） ・イープラス ・CN プレイガイド 

 

■当日券販売期間：201６年 2 月 27 日(土)～2016 年 3 月 13 日(日)  

■販売先 

・ローソンチケット（Ｌコード：52500） ・セブンチケット 

・チケットぴあ（P コード：990-088）・イープラス ・CN プレイガイド 

・展示会場入口 ※開催時のみ 

＜会場情報＞ 

■会 期： 2016 年 2 月 27 日(土)-28 日(日)、 

3 月 5 日(土)-6 日(日) 、３月 12 日(土)-13 日(日)〔6 日間〕 

■時 間： 午前 10 時～午後 5 時 ※最終入場は各日閉場 30 分前まで 

■会 場： ＡＴＣ特設会場 

〒559-0034 大阪市住之江区南港北 2-1-10 

■交 通：  梅田、本町、心斎橋、なんば方面から、地下鉄中央線「本町」から 

コスモスクエア経由で約 18 分 

新大阪駅方面からは、地下鉄御堂筋線「本町」で地下鉄中央線に乗換え、 

コスモスクエア経由で約 40 分 

http://www.animate-onlineshop.jp/


【注意事項】 

 

■ご来場に関して 

 

・小学生未満無料 

・近隣のご迷惑になりますので、徹夜、早朝のご来場はご遠慮ください。 

・雨天の場合でも屋外に並んでいただく場合もございますので、予め雨具をご用意ください。 

・ペットを連れてのご入場はできません(盲導犬、介助犬は除く) 。 

・模造刀剣類などの持ち込みはご遠慮ください。 

・既製グッズや特殊な衣装など、ご自身でお持ち込みになった物品に関する 

トラブル等についての責任は負いかねます。ご了承ください。 

・安全のため、すべてのお客様がご入場いただけない場合がございます。 

・混雑の際は予告なく、お時間などを変更させていただく場合がございます。 

・お並びいただいたお客様も商品などを購入できない場合がございます。 

・会場の混雑状況により当日券の販売を中止させて頂く場合もございます。予めご了承ください。 

 

■イベントに関して 

 

・イベント日時、内容などは諸般の事情により予告なく変更、延期、中止となる場合もございます。 

・会場が混雑した場合、お客様の安全確保の為、入場規制を行う場合がございます。 

・会場に更衣室、クローク等のご用意はございません。 

・会場内にて写真、ビデオの撮影を行っております。撮影した写真、画像は今後の 

イベントの宣伝物などに使用させて頂く可能性がございますので、予めご了承ください。 

・以下の場合にはお早目にお近くのスタッフまでお申し出ください。 

（1）気分が悪くなったり、怪我をしてしまった場合 

（2）落とし物を拾った場合、または落とし物をしてしまった場合 

（3）迷子になったり、迷子を見つけた場合（会場内でのお呼び出しはできません） 

・危険ですので会場内外は走らないでください。 

・通路などの共有スペースでの座り込みなど他のお客様のご迷惑になるような行為はご遠慮ください。 

・会場内での飲食・喫煙はご遠慮ください。 

 

■物販に関して 

 

・商品画像はイメージです。 

・生産の都合により直前の変更等ある場合がございます。 

・イベント記念商品は全日程、全ての商品を販売いたします。 

在庫に限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。 

・イベント記念商品につきましては、おひとり様あたりの購入数を、 

1 商品または 1 キャラクターにつき、3 個までとさせて頂きます。 

状況により数量の変更、または制限を解除させて頂く可能性がございます。 

・イベント記念商品はイベント会場のみでの販売となります。 

・1 度のご入場で物販コーナーに入れるのは 1 回限り。再入場不可。   

・原画展会場入口にて改めて入場料をお支払い頂ければ、再度ご入場は可能です。 

（原画展入場待ち列がある場合は最後尾にお並び頂きます。） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■展示情報 

◇展示内容：熱く勢いのある原画が、どのように動き出したのか…！？ 

熱気溢れる、原作漫画とアニメの交流戦をお楽しみください！ 

 

◇原作漫画コーナー： 

・京まふにて展示された原画が再び登場！ 

100 点以上にもわたるカラー原画や原稿を通して、主人公である沢村栄純の視点で、 

夏大会までの物語を振り返っていきます。 

・ ｢ダイヤの A コミックスの歴史：単行本の表紙イラスト 47 巻分を一挙に展示」 

・「エースへの道：沢村栄純の熱い闘志を感じる原画を展示」  

・「相棒・ライバル：沢村の相棒である御幸一也と、沢村のライバルである降谷暁の原画を中心に展示」  

・「頼もしい先輩・仲間たち：青道高校野球部員の原画や原稿を展示」 

・「真っ向勝負：薬師高校との準々決勝の原画や原稿を展示」 

・「最終決戦：稲城実業との決勝戦の原画や原稿を展示」 

・「リスタート！：決勝戦で破れてから、新チーム発足までの道のりの原画や原稿を展示」  

☆「エースへの道」～「リスタート！」では、原画と合わせてアニメ場面イラストや設定パネルの 

展示も行います！ 

※原画に関しましては、一部複製がございます。 

◇アニメ資料コーナー 

アニメのオープニング・エンディングの貴重なアニメ原画を展示！ 

原作漫画の原画とは、また一味違った『ダイヤの A』の熱い想いを感じてください。 

 

■追加情報 

◇『ダイヤの A actⅡ』 最新原画も追加展示決定!!! 

 

◇カフェメニューの販売が決定！ 

『ダイヤの A 原画展 ～漫画×アニメ 夢の交流戦～ 』 

大阪南港 ATC 特設会場での開催を記念して、カフェメニューの販売が決定！ 

沢村、降谷、御幸、春市の特製ドリンクを特典コースター付きで提供いたします！ 

 

○販売場所 

『 ダイヤの A 原画展 ～漫画×アニメ 夢の交流戦～ 』大阪南港 ATC 特設会場内 

※原画展会場内にて販売いたします。 

 

○期間 

    2016 年 2 月 27 日（土）-28 日（日）/3 月 5 日(土)-6 日(日)/3 月 12 日(土)-13 日(日)  

    10:00～17:00(※ラストオーダー16：30 予定) 

 

○料金 

  500 円(税込) 

 

 



○メニュー名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）：沢村の七色ムービングソーダ 

○特典 

コースター(全 4 種 沢村、降谷、御幸、春市) 

※ドリンク 1 品ご注文につき、1 枚をランダムでプレゼント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇イベント記念商品 大阪新商品が登場！ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・アクリルキーホルダー（ディフォルメ） 

各 702 円（税込） 

サイズ：高さ約 80mm 

御幸（キャプテン）、倉持が新登場！ 

 

・アクリルキーホルダー（原作） 

各 864 円（税込） 

サイズ：高さ約 100mm 

真田、雷市、成宮が新登場！ 

 

 

・沢村の七色ムービングソーダ(ソーダ、ブルーシロップ、金平糖) 

・降谷のホワイトドリンク(カルピスウォーター、生クリーム、アラザン) 

・御幸の爽やかアイスティー(アイスティー、オレンジジュース) 

・春市のいちごミルク(牛乳、苺シロップ) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・フェイスタオル B 

 1,296 円（税込） 

サイズ：W800×H350mm 

御幸の掛け声タオルが新登場です！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜内容・掲載に関するお問い合わせ＞ 

『ダイヤの A 原画展 in ATC ～漫画×アニメ 夢の交流戦～』運営事務局 

担当：重村、篠垣、小川 

受付時間：10：00～17：00（土日祝日は除く。但しイベント会期中は受付致します。）  

E-mail：shigemura@atc-co.com  

m-shinogaki@atc-co.com  

t-ogawa@atc-co.com  

TEL：06-6615-5556 FAX：06-6615-5021  

〒559-0034 大阪市住之江区南港北 2-1-10 ＡＴＣビル 12 階 

mailto:shigemura@atc-co.com
mailto:m-shinogaki@atc-co.com
mailto:t-ogawa@atc-co.com

