
報道関係者各位

明治末期の北海道・樺太を舞台に、漫画家・野田サトル氏が描く大人気漫画『ゴールデンカムイ』 。
この度、京都文化博物館にて2022年7月9日（土）～9月11日（日）の期間、冒険・歴史・文
化・グルメ・狩猟といった本作品の魅力を凝縮した大規模展覧会を開催します。

本展は、120点を超えるイラストのほか、作中に登場した民具などの関連資料を多数展示。金塊
争奪戦を発端とした元兵士の杉元佐一やアイヌの少女アシㇼパらの躍動を体感、二人がたどった旅路
を追体験できる空間をお届けします。

国内の各賞を受賞し、国際的な評価も高い❝和風闇鍋ウエスタン❞、『ゴールデンカムイ』の世界を
余すことなく味わえる展覧会に是非ご来場ください。
※アシㇼパの「ㇼ」は可能な限り小文字で表記いただき、難しい場合はアシ(リ)パと表記し、注釈「※アシ(リ)パの
リは小文字が正式表記。」の併記をお願いします。
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【情報更新】 チケット情報解禁！ 展示の見どころもご紹介

ゴールデンカムイ展＜京都会場＞
会期／2022年7月9日（土）～ 9月11日（日） 会場／京都文化博物館

©野田サトル／集英社

※※ 情報解禁2022年5月10日（火）14:00 ※※

連載完結記念

前売券は2022年5月16日（月）10:00販売開始

入場料金：
(税込）

※京都会場のご入場は、日時指定制ではありません。会場内の混雑状況により、ご入場をお待ちいただく場合があります。
※前売券は2022年5月16日（月）10:00～7月8日（金）23:59での販売（会期中は当日券のみ）。
※団体料金は20名以上の団体が対象です。
※未就学児は、チケットをお持ちの18歳以上の保護者1名につき1名まで無料でご入場いただけます。ただし、チケットや招待券をお持ちでない未就学児へ
の来場者特典のお渡しはありません。

※障がい者手帳などをお持ちの方は、手帳のご提示でご本人と付添1名までは入場無料となります。ただし、付添の方への来場者特典のお渡しはありません。
※「中・高校生」「小学生」のチケットでご入場の際には、学生証・生徒手帳・保険証等をご提示ください。
※来場者特典「描きおろしミニ色紙」の配付は、曜日ごとに配付するイラストが異なります。配付日程などの詳細は後日、京都会場公式サイトで発表します。
※上記料金で2階総合展示室と3階フィルムシアターもご覧いただけます（ただし催事により有料の場合があります）。
※本展覧会に関する情報は予告なく変更になる場合があります。本展覧会に関する最新情報、注意事項を京都会場公式サイトにて必ずご確認のうえ、
ご来場ください。

※新型コロナウイルス感染症の今後の状況により、予定を変更する場合もございますのでご了承ください。
※東京会場で実施したグッズ付きチケットの販売はありません。

《主な入場券販売場所》
京都文化博物館、ローソンチケット（Lコード：59900）、チケットぴあ（Pコード：993-680）、イープラス、

セブンチケットほか。

※京都文化博物館では、2022年5月17日（火）10:00から販売します。

お得な企画チケットも発売！

《ペアチケット》 一般・大学生の前売券（1,300円）が2枚セットでお得に購入できるチケットです。
【料金】：2,400円（税込）
【販売期間】：5月16日（月）10:00～7月8日（金）23:59
【販売プレイガイド】ローソンチケット
※1名で2回ご利用も可能です。

前売・団体 当日

一般・大学生 1300 1500

中・高校生 1000 1200

小学生 700 900

来場者特典「描きおろしミニ色紙」および「白石・鶴見ナイト」開催決定！

東京会場で実施した来場者特典「描きおろしミニ色紙」配付および「脱獄王 白石由竹ナイト・鶴見中尉ナイト」は京都会
場でも実施が決定しました！詳細は後日、京都会場公式サイトで発表いたします。

※来場者特典「描きおろしミニ色紙」の絵柄・種類は東京会場で配付したものと同じです。



会期 ：2022年7月9日（土）～ 9月11日（日）
休館日 : 月曜日（ただし7月18日は開館）、7月19日（火）
開室時間：10:00～18:00 ※金曜日は19:30まで（入場はそれぞれ30分前まで）
会場 ：京都文化博物館（京都市中京区三条高倉）
主催 ：京都府、京都文化博物館、読売新聞社
後援 ：（公社）京都府観光連盟、（公社）京都市観光協会、KBS京都、エフエム京都

原作 ：野田サトル『ゴールデンカムイ』
企画協力：週刊ヤングジャンプ編集部
企画制作：ゴールデンカムイ展製作委員会
お問合せ ：075-222-0888（京都文化博物館）

京都会場公式サイト：https://www.bunpaku.or.jp/exhi_special_post/goldenkamuy/
京都会場公式Twitter： @goldenkamuyexKY

展覧会ポータルサイト：https://goldenkamuy-ex.com/

※今後の状況によって、会期や開催内容が変更になる場合があります。ご来館の際は、京都文化博物館公式サイトで最新情報をご確認ください。

各ゾーンの展示の見どころを紹介！ ※画像は東京会場のものです。

【第1ゾーン 金塊争奪戦の開幕】
金塊争奪戦に参戦した主要キャラクターが一堂に集結。その肖像を写すグラ
フィックや名シーンの数々、モデルとなった実物資料で、彼らの生きた証を辿る。

【第2ゾーン 24人の刺青囚人】
金塊の在り処を示す暗号の刺青。その刺青が彫られた24人の囚人たちを、
網走監獄内をイメージした空間で紹介。彼らの圧倒的な個性におののくこと
必至。

【第3ゾーン 命を繋ぐものたち】
北の大地に息づく暮らし、食事、歴史背景。金塊を巡る旅の中で登場した多
様な文化を資料と一緒に紹介する、生命の彩りあふれるゾーン。

【第4ゾーン それぞれの役目】
作中での大きな戦いつ3つを、時系列順に並べられたイラストで追う。杉元や
アシㇼパ、土方一派、鶴見中尉率いる第七師団。金塊を求めて戦う者たちの
“役目”に触れる！

開催概要

【第5ゾーン 黄金色名画廊】
物語の始まりから今までを飾ったカラーイラストたち。厳選された50点以上もの
イラストが様々なサイズで縦横無尽に並び、壁一面を色鮮やかに覆う。

and more!? お楽しみに！

※本展覧会はコミックス既刊以降の物語も展示します。アニメ化されていないストーリーも含まれますので、あらかじめ
ご了承のうえ、ご来場ください。

ここでしか見られない野田氏の資料や、各地博物館からの民具資料も多数展示！

※掲載されている展示品は作中に登場したもののモデルとなった資料です。
※東京会場で展示された「テタラぺ」（小樽市総合博物館蔵）の展示はありません。ご了承ください。

すべて野田サトル氏所蔵

杉元佐一の軍帽 アシㇼパのマキリ 鶴見篤四郎の軍服

https://www.bunpaku.or.jp/exhi_special_post/goldenkamuy/
https://goldenkamuy-ex.com/


［報道に関するお問い合わせ］
「ゴールデンカムイ展」京都会場広報事務局（ネネラコ内）

TEL ／06-6225-7885 FAX ／06-7635-7587 E-MAIL ／ goldenkamuy-kyoto@nenelaco.com
〒531-0072 大阪市北区豊崎3-15-5 TKビル

『ゴールデンカムイ』とは

時代は、激動の明治後期。日露戦争という死線を潜り抜けた元兵士・杉元は、想いを寄せた人のために大金を欲していた。
一攫千金を目指しゴールドラッシュに湧いた北海道へ足を踏み入れた杉元を待っていたのは、網走監獄の死刑囚達が隠した
莫大な埋蔵金への手掛かりだった！ 純真無垢なアイヌの美少女と出会った杉元は、ともに黄金を求めて旅をするが......！
TVアニメ第3期まで放送、2022年10月から第4部が放送予定。また実写映画化も決定した。

主な受賞歴
「コミックナタリー大賞2015」第２位
「このマンガがすごい！2016オトコ編」（宝島社）第２位
「マンガ大賞 2016」第1位
「第2回北海道ゆかりの本大賞コミック部門」 大賞
「第22回手塚治虫文化賞」マンガ大賞
「第24回文化庁メディア芸術祭マンガ部門」ソーシャル・インパクト賞
大英博物館「The Citi exhibition マンガ展」（2019）キービジュアル。

作者プロフィール
野田サトル（のだ・さとる）
北海道北広島出身。2003年デビュー。2011年から2012年にかけて「週刊ヤングジャンプ」で『スピナマラダ！』（全6巻）
を連載。2014年より同誌で開始した『ゴールデンカムイ』は、2022年4月28日発売号で連載終了。既刊29巻までのシリー
ズ累計発行部数1900万部超。（※2022年4月時点）

mailto:goldenkamuy-kyoto@nenelaco.com


展覧会の広報を目的としてご申請いただいた記事・番組に限り、本展の広報用画像の使用が可能です。
本展の会期中であっても別の記事・番組への転用はできませんので、その際には改めてご申請をお願いい
たします。ご使用可能期間は本展会期終了までとなります。また、掲載に際しては、下記注意事項をご
確認いただくとともに、本展終了後、データは速やかに破棄・削除してください。

【広報画像申込書】 連載完結記念 ゴールデンカムイ展＜京都会場＞

申込フォーム https://forms.gle/63NXSJr6r114Ft998
※入力が難しい場合は、広報事務局までお問い合わせください。

ご希望の画像に✓をお願いいたします

貴社名／

お名前／

部署／ ご所属／

貴媒体名／ 媒体種／

サイトURL／

掲載号・露出予定日／ 月号（ 月 日号） ／ 月 日発売予定 □WEBへの転載あり

TEL／ FAX／

E-MAIL／

媒体プレゼント用チケット／□希望（2組4名まで）※１点以上の広報用画像使用必須 ※チケットの発送は2022年7月頃になります

お送り先／〒

［報道に関するお問い合わせ］
「ゴールデンカムイ展」京都会場広報事務局（ネネラコ内）

TEL ／06-6225-7885 FAX ／06-7635-7587 E-MAIL ／ goldenkamuy-kyoto@nenelaco.com
〒531-0072 大阪市北区豊崎3-15-5 TKビル

番号 必須表記 補足

1

□ ©野田サトル／集英社

「ゴールデンカムイ展」キービジュアル
著者・野田サトル氏が本展のために描きおろした杉元佐一とアシㇼパのイラストを使用したキービジュアル。
※アシㇼパの「ㇼ」はリ可能な限り小文字で表記いただき、難しい場合はアシ(リ)パ、と表記し、注釈「※アシ(リ)パのリは小文字が正式
表記。」 の併記をお願いします。

2

□
©野田サトル／集英社

※画像は東京会場のものです。

「第1ゾーン 金塊争奪戦の開幕」
金塊争奪戦に参戦した主要キャラクターが一堂に集結。その肖像を写すグラフィックや名シーンの数々、
モデルとなった実物資料を展示。

3

□
©野田サトル／集英社

※画像は東京会場のものです。

「第2ゾーン 24人の刺青囚人」
金塊の在り処を示す暗号の刺青。その刺青が彫られた24人の囚人たちを、網走監獄内をイメージした
空間で紹介。

4

□
©野田サトル／集英社

※画像は東京会場のものです。

「第3ゾーン 命を繋ぐものたち」
北の大地に息づく暮らし、食事、歴史背景。金塊を巡る旅の中で登場した多様な文化を資料と一緒に
紹介する、生命の彩りあふれるゾーン。

5

□

©野田サトル／集英社

※画像は東京会場のものです。

「第4ゾーン それぞれの役目」
作中での大きな戦い3つを、時系列順に並べられたイラストで追う。

6

□
©野田サトル／集英社

※画像は東京会場のものです。

「第5ゾーン 黄金色名画廊」
物語の始まりから今までを飾ったカラーイラストたち。厳選された50点以上ものイラストが様々なサイズで
縦横無尽に並び、壁一面を色鮮やかに覆う。

7

□
野田サトル氏所蔵

展示資料「杉元佐一の軍帽」
会場でしか見られない野田サトル氏所蔵の資料。※展示品は作中に登場したもののモデルとなった資料です。

8

□ 野田サトル氏所蔵

展示資料「アシㇼパのマキリ」
会場でしか見られない野田サトル氏所蔵の資料。※展示品は作中に登場したもののモデルとなった資料です。
※アシㇼパの「ㇼ」はリ可能な限り小文字で表記いただき、難しい場合はアシ(リ)パ、と表記し、注釈「※アシ(リ)パのリは小文字が正
式表記。」 の併記をお願いします。

9

□
野田サトル氏所蔵

展示資料「鶴見篤四郎の軍服」
会場でしか見られない野田サトル氏所蔵の資料。※展示品は作中に登場したもののモデルとなった資料です。

https://forms.gle/63NXSJr6r114Ft998
mailto:goldenkamuy-kyoto@nenelaco.com


＜画像使用全般に関しての注意＞
●展覧会名、会期、会場名のほか、著作権表記・クレジット等（©野田サトル／集英社）の記載が必要になります。
●アシㇼパの「ㇼ」はリ可能な限り小文字で表記いただき、難しい場合はアシ(リ)パ、と表記し、注釈「※アシ(リ)パのリは小文字が正式表記。」
の併記をお願いします。

●全ての素材において、トリミングしての使用や、キリヌキ、文字のノセなど改変は禁止です。
●WEB サイトに掲載する場合は、コピーガードを施してください。コピーガード対応ができない場合には、別画像をご用意しております。
申込フォームコピーガード不可にチェックのうえ、ご提出願います。

●概要など確認のため、ゲラ刷り・原稿の段階で広報事務局までお送りいただきますようお願いいたします。
●掲載・放送後は必ず、掲載誌・同録 DVD を本展広報事務局へ１部ご送付願います。

【広報画像一覧】 連載完結記念 ゴールデンカムイ展＜京都会場＞

［報道に関するお問い合わせ］
「ゴールデンカムイ展」京都会場広報事務局（ネネラコ内）

TEL ／06-6225-7885 FAX ／06-7635-7587 E-MAIL ／ goldenkamuy-kyoto@nenelaco.com
〒531-0072 大阪市北区豊崎3-15-5 TKビル
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