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部　員　名 Twitterアカウント プロフィール 備　考

しゃちりこ @smooochorca
ミステリ ホラー SF ゾンビ スラッシャー スプラッ
ター / 運動不足を解消したいアラフォーライフ 上映会のみ

タカコーラ @saku125t
バスケ、映画、お酒、温泉、カレー、緑、コカコー
ラ、漫画、バナナマン、乃木坂46が好き。好きな
動物はキリンです。 高身長故のヘルニア星人です。

上映会のみ

ミッキー @mikirokku

みそじの主婦ニート。おたくでＨＥＮＴＡＩでサン
ホラー。 ディズニー愛☆ホラー映画愛☆ホラー映画
はゾンビものが特に好き！！ ファッションとお買い
物の話もよくします！ 1歳と8歳の姉妹とビション
フリーゼ男子の奴隷(＾０＾) シモ含むグロ会話に注
意！

上映会のみ

tetra @TetrTetra

アラサーの映画専用。音楽もたまに呟きます。お
酒。レオス・カラックス、ソフィア・コッポラ ジョ
ン・カーペンター、アンドレアス・エーマン、沖田
修一、など。

上映会のみ

はるひさ @haruhisa1212

JCVD is one of the gre8 loves of my life/稀に
映画ライター的お仕事(最近は「ゾンビ映画年代記」
の折込冊子に寄稿)/映画,海外ドラマ,バロック絵画,
生クリーム,桃,ヴァン･ダム,カム･ジガンデイとか/低
予算未公開ラヴ/よく暗黒面に堕ちる/ちまスプ部長

ちまスプ部長
2次会参加

あびしにあん @bloodymommy
血飛沫大好き内臓大好きホラー大好きネコ大好き
ジョジョ大好き。 2次会参加

いのっち @inosence_doodle

いのっちです。しがないデザイナーです。なににつ
けても絵を描くのが好き◆聴き専メタラー。曲名を
覚えられないメロスパー。ブラック&デス方面も開
拓中◆映画好き。派手・怖い・安いの三拍子。ｸﾘｰ
ﾁｬｰ愛◆呟き・RTはえらい好き勝手のごった煮◆稀
に落書きを流します。宜しくお願いします。

怪幻味知 @romero06260513
ｼﾞｮｰｼﾞ・A・ﾛﾒﾛは神様です!ホラー中心ですが、基
本的に映画は全般見ます。 2次会参加

がじゅまる － 客員部員 2次会参加

◆「ちまつり！スプラッター部」第２回上映会オフ◆ みんなで『ブレインデッド』を観よう！

参　加　者　名　簿
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カピタン @Xmokum

映画が好きです。2015年個人的ベスト(DVDも含
め) マッドマックスFR 百円の恋 祖谷物語 グリーン
インフェルノ 音楽はTECHNO好き 小説、マンガも
好きです

くすり @diamondbusaiku
気まぐれにぬるくゆるく恐怖を愉しむ人。あとはコ
スメやガジェット関連を漁ったり同人やったり、そ
んな感じの人。

2次会参加

クロケット @crocket8314

ホラー映画（ダリオ・アルジェント、ジョージ・
Ａ・ロメロ、クローネンバーグ、ジョン・カーペン
ター等）・SF映画・アクション映画を中心に全般的
に映画好きです。たいていの話題についていけま
す。趣味で映画のチラシ・パンフレットやＢ級映画
中古ビデオを集めています。映画倉庫というブログ
書いてます。

黒橋キリカ @kurokirixxx
正社員ときどき、エロ本作家。ホラー映画好きの引
き篭もり。酒と猫を愛してます。@ソウゴウキカク

コモン @Common0220
趣味は映画観賞。ジャンルはホラー・SF・サスペン
ス、あと韓国映画も。読書とか音楽も好きです。
Korn大好き。

2次会参加

深海心 @deepseahearts

ニルヴァーナ、ジミ・ヘンドリックス、ブライア
ン・セッツァー、アニソン、ワイルドゼロ、ブレイ
ンデッド、エイリアン２、キャバレー、シンケン
ジャー、テレタビーズ、ウォーキングデッド、魔女
の宅急便、Ｖガンダム、攻殻機動隊SAC、ドリモグ
だァ!!、ウィザードリィ、ディアブロ２、伝説のオ
ウガバトル、カルドセプトなどが好きです。

セイドンネ @SEIDONNE
悪趣味ビデオとスラッシャー(と厭な映画)の山崎で
す… 2次会参加

ゾンビ@ちまスプ部員 @marumarumartha
映画垢。最近はホラー映画にはまってます。最近映
画を見られてないのでトレーニング垢みたいになっ
てますが、あくまで映画メインでつ。

たにー・けい @tan_keikei
ホラー映画と小澤征悦さんが活力源の主婦。 気持ち
は８４年生まれです。 抱かれたい婿は「ヒルズハブ
アイズ」のダグさんです。ちまスプ部員。

凸凹卍回凹凸 @UltraVIXENS

ホラー映画ファンです、特に80年代の安上がりな
スラッシャーが大好物な変態です。色々といい加減
ですがよろしくお願いします！ショットガン派、
8mmBB派、ロマン銃大好きサバゲーマー！

2次会参加
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ドニー 久保木 @DonnieKuboki

映画秘宝系映画/デ・パルマ/ジョン・カーペンター
/ガイ・リッチー/ザック・スナイダー/ホラー/ド
ニー・イェン/香港映画/海外ドラマ/サブカル/菊池
秀行/ふしぎ発見/誕生日はデ・ニーロと一緒/誕生
日はショーン・ペンと一緒/

2次会参加

とみぃ〜＠休日部長 @tommy_ishigaki

comme des garçons 、Supreme 、ファッショ
ン、カルト映画、三級香港映画、ホラー映画、辺境
グルーヴ、電子音楽、毎週表参道に出没してる変態
です。エロい人妻が大好物のネガティブ系中年をや
ぢ。

2次会参加

ネズミツオ @yu131

映画こそ我が人生。ジョージ・Ａ・ロメロ監督の
『ゾンビ』ファン！トム・サヴィーニ兄貴は神様！
◆昔録ったTV吹替テープ保管してます。サントラ
収集、ゴブリン◆ 【鑑賞メーター】
http://video.akahoshitakuya.com/u/92104

ぱーく @regondeaux
Ｂ級映画・格闘技・レトロゲー好き。そうですサブ
カル好きなんですσ^_^; 2次会参加

ハチムラ 18↑ @hatimuta
TWD.新シーズン、洋画沼。タイバニリンリン ジョ
スキャ キングスマン4回キメ。

はねっかえりキッド @ysdorara
56th・合 Ψ 映画、 音楽、本、文具、デジタル×
アナログ 名前は気まぐれ アイコンも気まぐれ ギリ
昭和 A4マイスター

2次会参加

（まっど）★ しーがる @madseagull821

映画、洋楽(特に80's)、漫画、猫、酒、古着屋、映
画ファンの集いおやじ四天王の長男。 好きな女性
は、クロエ・グレース・モレッツ、エマ・ストー
ン、長澤まさみ、本田翼、木村文乃、三吉彩花、綾
瀬はるか、有村架純、広瀬アリス＆すず、ボア・ハ
ンコック。映画検定２級。filmarksも同名。

瑞希 @aoxjun

165・50・26G 【元年生まれの都内住み/相方
有】 スイーツとか揚げ物が大好物です。 twitterで
は独り言とか映画情報の公開。 映画とかカメラとか
ホラー好きッて方は是非仲良くしてください！ ネト
充、リア充、その合間を楽しむ一般人 愛用機
NEX-5R SEL24F18Zのみ使用

谷中の黒猫サダハル
君&

茶トラのエリー
@nekotaimu

茶トラのエリーが新家族に！谷中をたまに散歩して
いるサダハル（現在3歳位）谷中銀座の夕やけだん
だんで置いてきぼりにされましたが今はごはんをく
れてウンチを片付けてくれる下僕のキングに君臨し
てますヾ(・◇・)ノたまに谷中銀座とかを散歩して
ますから見かけたらモフモフしてね￣(=∵=)￣

2次会参加

ろーかすと(虫ﾗｲﾀﾞｰ) @LOCUSTBORG
玩具を買って、映画見て、アメコミ読んで、そし
て、死んだ。 2次会参加
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920 @mtzw1994 映画/遊戯王/ちまスプ/漫画:WJ、YJ/MHX 2次会参加

Jet @J10_0410
ホラー映画と食べ物や酒の話など　 箱１タグ
Fallout Bull　　　@torog223 2次会参加

ng @nagecch

絵を描くのが好き！見るのも好きです！映画や映像
や音楽や演劇とかも大好き！絵本・本も好き。あと
ネコ好きです。 絵描き活動中。
http://instagram.com/nagecch

ynyn @ynyn
それは日本のキャラクター商法に興味を持っていま
す。 幸福にそれを考えるために。
http://www.lastfm.jp/user/ynyn
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