
 

練馬区プレスリリース  送付日 ２０１８年（平成３０年）10 月 10 日 

区長室 広聴広報課 広報戦略係 ☎ 03-5984-2693   
 

 

 
練馬の魅力をギュッと詰めました！ 

① 多くの来場者でにぎわう区内最大級のおまつり！「第 41 回練馬まつり」 

② 区内産業の魅力発信！「練馬産業見本市 ねりま EXPO2018」 

③ 「ｱﾆﾒのまち練馬区」最大のｱﾆﾒｲﾍﾞﾝﾄ「練馬アニメカーニバル 2018」 

と き 

①･② １０月 21 日(日) 午前 10 時～午後 4 時  

③    1０月 20 日(土)・21 日(日) 午前 11 時～午後 6 時 30 分  

※いずれも小雨決行 

と こ ろ 
①・② としまえん（向山 3-25-1） 

③     練馬駅北口周辺（練馬文化センター、区民・産業プラザ、平成つつじ公園など） 

  

 ① ねりまのワクワク、としまえんに集合！ ～「第 41 回練馬まつり」  

区内最大級の催しで、模擬店、ワークショップ、スポーツ体験など約 120 団体による出展ブー

スや練馬にちなんだ商品、長野県上田市など友好都市の物産品販売で賑わいます。 

また、区民によるステージパフォーマンスや、ヒーローショーやサイエンスショー、サンバーシ

ョーがまつりを盛り上げます。 

「健康フェスティバル」「ねりまエコスタイルフェア」も同時開催です。 

なお、21 日は「としまえん」の入場料が無料、乗り物１日券が特別価格になります。 
 

 ② 練馬産業見本市 ねりま EXPO2018 いいものたくさん 見て触れて！ 

90 の区内事業者等が、優れた技術や特徴ある商品をＰＲするため一堂に会します。商品やサー

ビスの展示・販売のほか、映像、体験など、各事業者とも工夫をこらした出展内容です。農業・ア

ニメをはじめとした、練馬ならではの産業の魅力に触れる絶好の機会です。 
 

 ③ 「アニメのまち練馬区」最大のアニメイベント 

「練馬アニメカーニバル 2018」アニメに浸る２日間！ 

12 年目を迎える今回は、練馬駅北口ペデストリアンデッキから練馬駅北口周辺の３会場を使用

して、練馬区にとって重要な産業であるアニメーションを、より深く、楽しく、身近に感じていた

だくことを目的に様々な企画を展開します。今年のテーマは【アニメ作品がもう一歩面白くなる 2

日間】。アニメーション作品の中に活きる技術や、制作に参加するクリエイターの思いなどを知り、

作品がさらに面白くなるイベントを目指します。“ジャパンアニメーション発祥の地”練馬区ならで

はのイベントをお届けします。 

 

  



① 「練馬まつり」は内容盛り沢山！ダンス、ふるさと自慢、ヒーローショーなど！！ 

 

◆ ステージ 10：00～16：00 

区内で活躍する約 50 の団体が、演奏やダンスなど、さまざま 

なジャンルの演目を披露します。 

◆ 出展 10：00～16：00 

模擬店、ワークショップ、スポーツ体験など約 120団体に 

よる出展ブースや練馬にちなんだ商品、長野県上田市など友好都市 

の物産品販売で賑わいます。 

◆ 友好都市上田市との連携  

太鼓演奏：①10：05～、②12：30～  

出展：10：00～16：00 

今年も信州上田真田陣太鼓保存会の皆さんによる太鼓演奏を行います。 

また出展ブースでは信州上田の物産品を販売します。 

 ◆ その他イベント 

・ヒーローショー ①11：45～ ②14：15～ 

・サイエンスショー ①12：30～ ②15：00～ 

・ねり丸グリーティング（各回 30 分程度） 

①11：00～ ②13：00～ ③14：30～ 

 

【主催】練馬まつり推進協議会（練馬まつり運営スタッフ委員会、練馬区） 
 

 

【練馬まつりと同時開催のイベントにも注目！】 

◆ 健康フェスティバル 

健康チェックや体力測定をはじめ、楽しみながら実施できる健康づくり

活動を紹介します。また、乳がんの早期発見などの大切さを伝えるピンク

リボンキャンペーンの一環として「ピンクリボンコーナー」を設置します。

同コーナーでは、乳がんの自己検診やがん検診の PR を行います。 
 

◆ ねりまエコスタイルフェア  

節電、省エネ、省資源につながる展示・発表・体験などを通じて「地球に

人に優しい暮らし方」を考えるイベントです。電気自動車からの外部給電デ

モ、フードドライブ、不用な携帯電話の回収、ゆるキャラと一緒に地球温暖

化を考えるステージ、エコツリー作り、紙パックやフライパン・鍋のリサイ

クル、再利用家具の提供（抽選）コーナーなど、楽しみながらエコな暮らし

方が伝わる企画が満載です。 
 

 

 

 

 

 

【問い合わせ】 

「練馬まつり」………練馬区 商工観光課 まつり係 ☎03-5984-2389 

「健康フェスティバル」…練馬区 健康推進課 健康づくり係 ☎03-5984-4624 

「ねりま・エコスタイルフェア」…(公財)練馬区環境まちづくり公社 

 練馬区地球温暖化対策地域協議会 事務局 ☎ 03-3993-8011 

▲「練馬まつり」昨年の様子 

▲練馬まつりポスター 



 ② 「練馬産業見本市 ねりま EXPO2018 いいものたくさん 見て触れて！」 
 

【練馬産業見本市の概要】 

◆ 目  的 優れた技術や特徴ある商品など、区内産業の魅力を広く紹介します。 

◆ 開催規模 9０事業者 

◆ 会場構成 各事業者が特色に応じて、８つのゾーンに分かれて出展します。 

 

１ 製造・技術・機械ゾーン 精密機器・金属加工などに関わる技術・製品の展示・販売。 

２ 農業ゾーン 野菜の販売や練馬の農業に関する展示・紹介。 

３ くらしのゾーン 生活に関連する製品やサービスの展示・販売。 

４ 食料品・飲食ゾーン 練馬ならではの商品や自慢の逸品の展示・販売。 

５ 伝統工芸ゾーン 
練馬区伝統工芸会に所属する職人が匠の技を使った作品等を展示・  

販売・体験。 

６ アニメ・映像ゾーン アニメキャラクターを使った展示や、映像によるＰＲ。 

７ 福祉・介護ゾーン 福祉・介護に関連する製品やサービスの展示・販売・相談。 

８ すまいのゾーン 住宅に関連する製品やサービスの展示・体験・相談 

 

 今年度は体験できるブースが充実し、30 業種もの体験ブースが設けられます。

来場者が各出展者の特徴ある製品やサービスに直接触れることで、楽しみながら、

各出展者の商品やサービスを理解することができます。 

また今年度から、出展者の所在地をしるした、巨大な練馬区地図のパネルを設

けます。さらに、出展者ごとのアンケートに回答してもらうことで、サンプル品

がもらえる取り組みなど、出展者をより身近に感じてもらえるような、新たな取

り組みを行います。 

出展事業者や体験ブース等の詳細は下記、産業見本市専用ホームページをご覧く

ださい。 

【産業見本市専用ホームページ】 

http://nerima-mihonichi.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主催】練馬区  【共催】一般社団法人練馬産業連合会・一般社団法人練馬区産業振興公社 

【後援】経済産業省関東経済産業局、公益財団法人東京都中小企業振興公社、地方独立行政法人東京都

立産業技術研究センター、東京商工会議所練馬支部、練馬区商店街連合会、公益社団法人練馬東法人会、

公益社団法人練馬西法人会、東京あおば農業協同組合、一般社団法人練馬アニメーション、練馬漬物事

業組合、練馬区伝統工芸会 

【問い合わせ】練馬区 経済課 中小企業振興係 ☎03-5984-1483 

▲昨年の様子①農業ゾーン      ▲昨年の様子②食料品・飲食ゾーン  ▲昨年の様子③製造・技術・機械のゾーン 

▲「練馬産業見本市 ねりま

EXPO2018」ポスター 

http://nerima-mihonichi.com/


③ 「アニメカーニバル」は、ちばてつやさんなど豪華ゲストが盛りだくさん！  

 

● 手塚治虫文化賞受賞記念 

 「ちばてつや／マンガとアニメと」要整理券 

 ◆ステージ：練馬文化センター・小ホール 

10 月 20 日（土）11：00～13：00 

ゲスト：ちばてつやさん（漫画家） 

     みなもと太郎さん 

（手塚治虫文化賞選考委員、漫画家） 

     SUEZENさん 

（漫画家、本名でアニメーター） 

● 『メジャーセカンド』DVD リリース記念！ 

  キャスト・スタッフトーク＆上映会 要整理券 

◆ステージ：練馬文化センター・小ホール 

10 月 20 日（土）16:００～1８:０0 

ゲスト：藤原夏海さん（茂野大吾役） 

西山宏太朗さん（佐藤光役） 

渡辺歩さん（監督） 

● 『機動警察パトレイバー』 

  誕生 30 周年：原点とこれから 要整理券 

◆ステージ：練馬文化センター・小ホール 

10 月 21 日（日）１１:00～１３:00 

ゲスト：千葉繁さん（シバシゲオ役） 

ゆうきまさみさん（漫画家・原案） 

真木太郎さん（プロデューサー）                      

● 映画『この世界の(さらにいくつもの)片隅に』 

  公開２ヶ月前トーク 要整理券 

◆ステージ：練馬文化センター・小ホール 

10 月 21 日（日）１６:00～１８:00 

ゲスト：尾身美詞さん（黒村径子役） 

新谷真弓さん（北條サン役） 

真木太郎さん（プロデューサー） 

丸山正雄さん（企画） 

●アニメ制作体験ワークショップ 要整理券 

 アニメのプロからアニメの作り方を学ぼう！ 

◆「アニメコンペティション練馬ワークショップ」「アニメの学校＠ねりま」 

「デジタル作画ワークショップ」 

●平成つつじ公園ライブステージ  

10 月 20 日（土）12：15/14：15 東京ブラススタイル ライブ 

10 月 21 日（日）12：45/14：15 Red Quartet ライブ 

●平成つつじ公園グルメコート 

10 月 20 日（土）、21 日（日）11：30～16：30 

●手塚治虫文化賞パネル展、アニメマーケット 
10 月 20 日（土）、21 日（日）11:00～18:30 ココネリ３F 

その他さまざまなプログラムを予定しております。詳細は下記、公式サイトをご覧ください。 

【練馬アニメカーニバル公式サイト】https://animation-nerima.jp/event/carnival/ 

【主催】練馬アニメカーニバル推進連絡会（練馬区、ねりま観光センター、西武鉄道株式会社、株式会社ジェイ

コム東京、東映アニメーション株式会社、一般社団法人練馬アニメーション） 

【協力】フランス・アヌシー市、日本大学芸術学部、朝日新聞社、日本工学院クリエイターズカレッジ、東京商

工会議所練馬支部 
 

©HEADGEAR 

練馬アニメカーニバル 2018 

メインビジュアル 
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©2018 こうの史代・双葉社 /「この世界の片隅に」製作委員会  

【問い合わせ】練馬区 商工観光課 観光・アニメ係 ☎03-5984-1032 


