高橋監督は、「鉄道員（ぽっぽや）」
「半落ち」

などの助監督を経て、満を持して今作で商業作
品デビューを飾ります。

「何か面白い作品を作りたいと考え、２年前か

」
ん
え
ま
し
映画「と
20 19 年 公 開

らホラー映画の構想を温めていました。当初はス

タジオ内で撮影を予定していましたが、としまえ

んのご協力で園内を自由に使わせてもらえること

撮影監督
林淳一郎さん
（左）

監督・脚本
高橋浩さん
（右）

若手人気女優の演技にも注目！
主人公を演じるのは「きたりえ」の愛称で知ら
れる北原里英さん。アイドルグループ AKB48や
NGT48などで活躍し、今年 4月に卒業したばか
り。５月には映画「としまえん」の撮影に挑みまし
た。 監督が「勘が
いい」と太鼓判を
押す、役になりきっ
た演技力。ファン
待 望の主 演 映 画
です！

〜 趣 味 追 求！

に。 遊園地の昼と夜の景観のギャップが映画を
一層盛り上げ、役者さんの個性も活かした、い

い作品に仕上がりそうですよ」

林さんは、「リング」や「仄暗い水の底から」

など、日本を代表するホラー映画の撮影をしてき

たベテラン撮影監督です。「見えないものを『な
んだろう？』と想像させることで、怖さが増してい

くんです。どこまで見せるか、見せないか、この

バランスに技量が問われる。 実は僕自身、ホラー

映画は怖いので苦手。だからこそ、自分が見た

くないものを作ればいい（笑）」 なるほど。 林さん
の“見たくないもの”
を早く見た〜い！

キ ャリ ア ア ッ プ！

自 分 磨 き！ 〜

怖いけど、早く見たいっ！
女子大生の主人公が高校時代の仲良し

カンタン！ 痛くない！

グループ５人と、としまえんに遊びに行き、

歯のセルフホワイトニング専門店

期 間 限 定（10/2

都市伝説となっていた「としまえんの呪い」

を軽い気持ちで試してみたら、１人また１人

0 まで ）

ペーン！
ン
ャ
キ
念
記
オープン 「Kacce を見た」で
通常
4,860 円

（ 8分照射 ×2回 ）

初回限定

さらに 200 円

※ 価格は全て税込

●予約時にお名前・ご連絡先・施術の希望日時をお伝えください。

です。

▲専用 LED 光照射８分２回の
セルフホワイトニング施術♪
◀︎個室なので安心
練馬文化
センター ●

ココネリ
●
北口
練馬駅
地下鉄出口

ソサナビル７Ｆ

ココ
●コンビニ

池袋

千川通り

Twinkle White（ティンクルホワイト）練馬駅前店

予約
専用

☎070-4473-0096 ☎03- 6914 -7535

受付時間 :11 時〜 19 時（無休）

練馬区練馬１-18-3ソサナビル７Ｆ（練馬駅北口から徒歩１分） http://nerima.twinkle-w.com/
● 13 ●

（公開月は未定です）

〜 趣 味 追 求！

キ ャリ ア ア ッ プ！

伯雲 書道教室 中学英語準備コース
ハクウン

防止 に
手習いだ !

そうだ、ボケ

★お稽古日時（月3回）
月・木／10時〜20時

※詳細はお問い合わせください。

★無料体験・入門
随時実施中

講師 全日本書芸文化院
常任理事 吉川伯雲

☎ 3938-9702 練・旭町 2

小５〜６募集 10月開講
Kacce読者

まだ間に合う!

入会金無料 !!

月曜 週１回・50分
授業料 7,000円／月
教材費 9,000円

ステップワールド英語スクール
光が丘教室 田柄5 - 27-15-2F
https://sites.google.com/
site/hikaristepworld/

☎＆ FAX. 5241-5808

自 分 磨 き！ 〜

秋の体験・入学準備スタート
基礎学習塾
年少〜小学生対象 週２回
（好きな時間で各回70分位）

◎進度別個人対応指導
練・田柄 2-42-3-107
指導者： 小林  美智子
大竹  恵美子

http://michikoempitsu.

jimdo.com/

★Let's 英語で昔ばなし
● 12 ●

川越

ジョナサン● ■
ゆりの木
通り東
●

下赤塚駅

街道

→

歯科医院のホワイトニング専門メーカーが次世代の光触媒
「酸化タングステン」をジェルに配合し、汚れを浮かせて洗浄
する性質・除菌・口臭予防効果が数倍アップしました♪ 従
来の
「酸化チタンセルフホワイトニング」では白くなりにくかっ
た黄ばみも、当店におまかせください！



スマホを使いながら、それがホラーな展開

に絡んでいくというリアルな描 写も見もの

OFF!!

2,760 円

●施術回数は 2 回以上をおすすめしています。

と消えていく…、ゾゾ〜ッとするストーリー。

練馬区にある東映東京撮影所が、と
しまえんを舞台にした本格ホラー映
画を制作中。タイトルはズバリ「とし
まえん」で、全園をロケ地として使用
するのは初めて！ 2019年の公開に
向けて順調に作業が進むなか、現場
を見学して、お話を伺ってきました。

地下鉄
赤塚駅出口

えんぴつ ●

田柄公園

第２グリーンハイツ上野107

☎ 5968-5919

塾・学習教室

P.8

ステップアカデミー 光が丘第１教室

3999-1179

田柄５

P.8

ステップアカデミー 光が丘第２教室		

3976-1770

旭町１

P.8

ステップアカデミー 成増教室		

6904-2404

成増１

P.11 創明館			

ロボット教室・ことばの学校

3999-5051

高松 4

P.12 基礎学習塾えんぴつ

基礎学習と大人のワークショップ

5968-5919

田柄２

P.12 ステップワールド英語スクール光が丘教室

抜群の英検合格率・入試にも強い 5241-5808

田柄５

学研 下石神井６丁目教室

幼児から中学生まで算国英社理

3995-8435

下石神井６

公文書写教室			

11月無料体験学習受付中！

0120-410-297

（事務局）

ペーパークラフト＆パステル教室 〜始季彩〜

女性限定の少人数レッスンです！

050-3045-9555 新河岸１

P.5

音楽・芸術・語学

魅力的な自分をつくる習い事︒

さあ︑１歩を踏み出してみましょう！

運動・舞踊

は広告掲載ページです。

P. ○

先生１人に生徒２人まで

P.5

クライネ・ビューネ音楽教室

ピアノ・フルート・ヴァイオリン

3935-3839

北町２

P.6

USボーカル教室 上石神井駅前校

カラオケレッスンなら上石神井校

0120-1692-88

上石神井４

P.6

Pスタジオ音楽教室

ピアノ・フルート・声楽の教室♪

3992-4994

豊玉北１

P.10 ひこうきクラブ／アトリエそるり

小学校受験 こども絵画造形教室

6318-5291

豊玉中４

P.14 吉原ピアノ教室		

楽しくわかりやすいレッスン

080-5507-7023 高松６

アリオンヴォーカル教室

発声シャンソン・カンツォーネ他

5393-6808

高野台４

ECCジュニア 旭町 1 丁目教室

信頼できるベテラン講師

3997-8973

旭町１

大人のシャンソン会・リラの会

シャンソンカンツォーネレッスン

090-3688-3654 桜台１

音楽教室ソラーレ 江古田校

マンツーマンだから上達度が違う

6915-8634

栄町 35

音楽教室ソラーレ 小竹向原校		

6915-8634

小茂根１

音楽教室ソラーレ 練馬桜台校		

6915-8634

桜台１

木上ピアノ教室		

090-4373-6261 赤塚３

ピアノ個人レッスン

コンセールメタピアノ教室

初心者・シニア大歓迎

3976-5832

田柄２

練馬カンツォーネ教室

グループレッスン

5241-1237

富士見台2、他

P.4

R.B.Cゴルフアカデミー

会員制室内ゴルフレッスン＆ジム

3930-5623

四葉 2

P.7

サントピア テニスパーク

インドアテニススクール

3997-1873

谷原２

P.14 永山美代子バレエスタジオ

３才〜成人まで

3938-5944

成増１

P.14 杉本佳子バレエ学校

楽しく皆で心豊かに美身体づくり

3970-0783

貫井４、他

社交ダンス教室 無料体験あり

5383-1332

成増１

アオヤマダンススクール

P.9

その他

ありがダンススタジオ

社交ダンス

3975-4667

成増 1

久保幸子バレエスタジオ

３才からプロフェッショナルまで

3951-8972

旭丘１

パラエストラ東京		

レッツエンジョイ武道＆格闘技！

090-9684-6276 豊玉北１

梁山泊カラテ教室		

３才児から大人まで 初心者から

5848-3043

富士見台４

ワンダーゴルフパーク

インドアゴルフレッスンスタジオ

6281-0452

常盤台 4

iTeen 練馬光が丘校

プログラミングと速読が身に付く

5848-8975

田柄５

そうだ、ボケ防止に手習いだ

3938-9702

旭町２

P.12 伯雲 書道教室		
大人の脳トレサロン ランファン

パソコン＆カルチャー教室

6904-2666

成増１

上石神井パソコン教室

iPadでお絵描きしましょう！

6904-8083

上石神井 1

パソコン教室エール

プログラミングを楽しんで学べる

6906-7166

徳丸２

ワルツパソコンスクール桜台

桜台駅北口徒歩 1分！女性専用！ 6915-8808

桜台１

● 15 ●

見どころ満載！ 地元の映画「としまえん」
グレーディング作業を見学！
取材は８月下旬。東映デジタルセンターの

グレーディングルー

としまえんの
ホラーな魅力を引き出す

ポスターでも使用された、としまえんを象

ムを訪れました。 そ

徴する回転木馬のカルーセルエルドラドは、

ンを見ながら主に色

高橋監督は「夜のエルドラドは幻想的で、撮

100年以上前に作られた貴重な機械遺産。

こは、6mのスクリー

彩や画 質の調 整な

どを行う部屋で、撮

東映東京撮影所にある
東映デジタルセンター

影は厳禁。 後部席では、撮影監督の林さん

が映像を見ながら、「霧をもっと増やして」

「箱に書いてある文字を消して」など指示を
出し、その場でオペレーターが手早く修正。

映像を進めたり戻したりしながら、確認と修

正の繰り返し。「最新のデジタル動画編集

はこんなに進んでいるんだ〜」と感心しながら

も、数秒の映像を作り込む大変さを垣間見
ました。

ばしょ

映 画を
地 元のホラー
お楽しみに！

影していても思わず引き込まれるものがあっ

た」と言います。９割以上が園内での撮影な

ので、ミラーハウスなどお馴染みのアトラク

ションもいろいろ登場しますよ。正門脇にある

「木馬の会」の旧事務所は、まるで西洋の

古城のような大正時代の建物。そのたたず

まいは本当に都市伝説が隠れていそう !?
Kacceを置いていただい
ている
「 Piccola ITALIA
（ピッコライタリア）」
（旭
町）も、 食事のシーンで
登場しているので、探し
てみてくださいね。

５月にとしまえんで撮影を行い、区内外からエキストラ
さん約 300人にご協力をいただきました。おかげで休園日
とは思えない、にぎやかな映像に。エンドロールには、
ご参加いただいた皆様のお名前が入ります。ぜひご期待
ください。
プロデューサーの菅谷英智さん

〜 趣 味 追 求！

吉原ピアノ教室
● ４才から大人まで

楽しくわかりやすい
レッスン
● 元ヤマハピアノ科
講師が指導
●

体験レッスン

キ ャリ ア ア ッ プ！

杉本佳子
バレエ学校

rococo0708@gmail.com
高松６（笹目通りジョナサン近く）

☎ 03 - 3970 - 0783

練・貫井４／光が丘７

成増

＊ ３才から大人まで、初心者歓迎 ＊
1955 年創立・

60 年の指導実績
クラシックバレエ
モダンバレエ
趣味のバレエ

３才〜年を重ねた方まで

www.
sugimotoballet.com

☎080-5507-7023

永山美代子バレエスタジオ

楽しく皆でおけいこ！
心豊かに美身体づくり

1,500 円

自 分 磨 き！ 〜

休み／月・木

＊12月末まで入会金無料

Tel・Fax 3938-5944 ／ 3976-6101

板・成増 1-29-15 ローヤルコーポ 201
（地下鉄成増駅隣り）
● 14 ●

