
=バス停

駐車場入口
上映チケットの半券を各会場受付
でのご提示で駐車料金無料。

JR川口駅行き無料直行バスのりば

1F 多目的ホール

4F 映像ホール

1F 多目的ホール

4F 映像ホール

HD
スタジオ科

くらし

プ
ロ
ム
ナ
ー
ド

多 映

インフォメーションブースインフォメーションブース

※   は字幕付き上映（英語作品は日本語字幕付き、日本語作品は英語
字幕付き、日本語・英語作品以外は日本語及び英語字幕付き上映）

※Q&A表記のプログラムは、上映後、ゲストによる質疑応答を予定し
ております。（プログラム・ゲストが変更になる場合がございます。
予めご了承ください。）

※未就学児の入場はご遠慮ください。
※★印は、コンペ作品1回券・コンペ作品3回券・コンペフリーパス券での
入場はできません。

“SXRD”は、ソニー株式会社の商標です。
“CineAlta 4K”及び“CineAlta 4K”ロゴは、
ソニー株式会社の登録商標です。

字

短編部門 関連企画 その他上映長編部門

9：30～17：00（入場は16：30まで）
入場料：無料

くらし 彩の国くらしプラザ （2F）
消費者学習のための本格的な参加体験
型の展示施設です。

映像の歴史、原理、制作のプロセスを体験
しながら学習できる施設です。
9：30～17：00（入場は16：30まで）
※映画祭期間中は、上映チケット半券で
入場無料

映像ミュージアム（2F）

科

9：30～17：00（入場は16：30まで）
科学展示室：大人¥200／小人¥100
プラネタリウム：大人¥400／小人¥200

サイエンスワールド

天文台・プラネタリウム・展示室を備えた、
発見・創造型の科学館です。

埼玉県の映像とNHKが過去に放送した
番組を無料で楽しめる施設です。
9：30～17：30
入場料：無料

公開ライブラリー （2F）

24時間営業
11：00～
22：00

11：30～14：00
16：00～24：00

ご利用日：7月24日（土）、25日（日）、31日（土）の3日間
1歳以上の未就学のお子さまをお預かりいたします。
予約・お問い合わせ：（株）コマーム  0120-506-092

お子さま連れでも安心して映画をお楽しみいただけます。
ご利用は無料です。

シネマカフェ トラットリア0363（オサムサン） （2F）

地元川口の人気店「トラットリア0363」が今年も限定オープンいたします。
今年のテーマは「地産地消」。川口産まれの鍋で、川口産まれの野菜を使い、
川口生まれの0363が料理します。ぜひみなさまお越しください。

保育サービス



7.23
（金）

多目的ホール

7.24
（土）

7.25
（日）

7.26
（月）

7.28
（水）

7.31
（土）

8.1
（日） 13:00

10:40/11:00

16:40/17:00

13:40/14:00

10:10/10:30

16:40/17:00

13:40/14:00

10:10/10:30

13:10/13:30

10:10/10:30

16:40/17:00

13:40/14:00

10:10/10:30

16:40/17:00

13:10/13:30

10:10/10:30

13:40/14:00

※全ての作品は“SXRD”（4K）プロジェクターにて上映いたします。

映像ホール

7.29
（木）

16:40/17:00

13:10/13:30

10:10/10:30

7.30
（金）

17:10/17:30

13:40/14:00

10:10/10:30

7.27
（火）

16:40/17:00

13:40/14:00

10:10/10:30

※開場時間 ／ 開演時間（分数）

（83分）
（108分）

（113分）

（91分）

（117分）

（115分）

（107分）

（98分）

（155分）

（90分）

（92分）

（93分）

（118分）

（82分）

（110分）

（95分）

（90分）

（70分）

（134分）

（116分）

（80分）

（85分）

（86分）

（98分） 17:10/17:30

14:10/14:30

10:40/11:00

14:10/14:30

11:10/11:30

15:10/15:30

11:10/11:30

17:10/17:30

13:40/14:00

10:40/11:00

17:10/17:30

13:40/14:00

10:40/11:00

15:10/15:30

11:10/11:30

14:10/14:30

10:40/11:00

15:10/15:30

11:10/11:30

（82分）

（118分）

（92分）

（70分）

（80分）

（95分）

（98分）

（83分）

（86分）

（85分）

（91分）

（150分）

（110分）

（108分）

（107分）

（117分）

（110分）

（93分）

（98分）

（日本語字幕のみ）

お子さまたちに大人気の「ごみまるふわふわ」
で遊んでいただけます（無料）。ご家族でど
うぞ（雨天中止）。
主催：SKIPシティ国際映画祭実行委員会
協賛：川口市廃棄物対策課
お問い合わせ：川口市産業政策室

048-258-1110

ごみまるふわふわ
で遊ぼう！

7.25（日）　プロムナード

消防コーナー
7.24（土）、25（日）　プロムナード

起震車による最大震度７までの地震体験
など、大人も子どもも楽しみながら、いざと
いう時に知っておきたい防災知識を学んで
いただけるイベントです。ご家族で遊びに
来てください。
主催：川口市消防本部
お問い合わせ：消防総務課

048-261-3119

※上記イベントは、天候により予告なく中止・変更する場合がありますので、予めご了承ください。

大人気イベント「トラックの日祭り」が今年も映画祭期間中のSKIPシティで開催されます。エ
アバッグなどの様々な交通安全体験ができる特殊車両「サイトくん」が登場！また、パトカー・
白バイの展示やステージイベントなど盛りだくさん。みなさまぜひお越しください。
主催：埼玉県トラック協会 川口支部青年部
協賛：NPO法人さいたま映像ボランティアの会
後援：川口市、川口市教育委員会
お問い合わせ：川口市産業政策室  048-258-1110  内線2446

トラックの日祭り
7.25（日）　プロムナード

「仮面ライダー電王（DEN-O）」がやってくる！（8月1日のみ）その他、似
顔絵師やパフォーマーが大道芸を披露。小学校ブラスバンドや、市民
バンドも多数登場。お祭りムードを引き立てます。また、「激走川口オー
トレースコーナー」ではサイン会など様々な催しを予定しています。

ふれあいイベント
7.31（土）、8.1（日）　プロムナード

仮面ライダーショー「仮面ライダー電王登場／一緒に遊ぼう！」

主催：NPO法人さいたま映像ボランティアの会
お問い合わせ：048-259-3421

※8.1（日）のみ開催

○C 2007石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

埼玉を体験しよう！

お問い合わせ：埼玉県 産業拠点整備課  048-830-3734

映画祭期間中開催　多目的ホールロビー 7.25（日）　プロムナード
埼玉ロケの映画・ドラマ写真展
埼玉で撮影された映画やドラマを発見
できるミニ写真展。

撮影現場の味覚体験
寄居町での撮影時に出演者に振る舞われ
る炊き出しメニューが味わえます。

昔懐かしい野外映画上映をSKIPシティ
のプロムナードで行います。夕涼みを兼ね
てご家族連れでお越しください（雨天・強
風時中止）。

主催：㈱デジタルSKIPステーション
お問い合わせ：048-263-0818 

野外映画を楽しもう
7.30（金）、31（土）19：30　プロムナード

7.30（金）『ウォレスとグルミット』（29分）
7.31（土）『パンダコパンダ』（33分）

上映作品

毎年恒例の「SKIPシティ盆踊り」を今年も
開催。映画祭のゲストも参加して、みなさま
一緒に踊りましょう！
共催：埼玉県、NHK、川口市
協賛：NPO法人さいたま映像ボランティアの会
お問い合わせ：㈱デジタルSKIPステーション

048-263-0818

SKIPシティ 盆踊り
7.31（土）18：00　プロムナード

（Q&A）

字

字

字

字

（Q&A）字

（Q&A）字

字

（Q&A）字
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短・長編グランプリ受賞作品

表彰式

透析（原題）

短編③

センタープレイス

闇への一歩

短編①

やがて来たる者（原題）

シネマ歌舞伎「怪談 牡丹燈籠」

東京うんこ

ニュースメーカーズ

D-MAP2009『ネムリバ』 

けがれなき愛

未来の記録

きな子 ～見習い警察犬の物語～

マジックシルバー

オープニング・セレモニー＆
『幸福の黄色いハンカチ デジタルリマスター』

seesaw

テヘラン

短編②

海の金魚

Livespire『椿姫』

鉄屑と海と子どもたち

不毛の丘

3D 『くもりときどきミートボール』

東京うんこ

鉄屑と海と子どもたち

闇への一歩

彩の国 地域発信映画プロジェクト

未来の記録

マジックシルバー

透析（原題）

テヘラン

短編②

seesaw

不毛の丘

やがて来たる者（原題）

短編①

ニュースメーカーズ

『幸福の黄色いハンカチ デジタルリマスター』
バリアフリー版／字幕・音声ガイド付き

けがれなき愛

センタープレイス

短編③

カメラクレヨン「映像学習の向こうに」

E.YAZAWA ROCK

9：30～17：00（入場は16：30まで）
入場料：無料

くらし 彩の国くらしプラザ （2F）
消費者学習のための本格的な参加体験
型の展示施設です。

映像の歴史、原理、制作のプロセスを体験
しながら学習できる施設です。
9：30～17：00（入場は16：30まで）
※映画祭期間中は、上映チケット半券で
入場無料

映像ミュージアム（2F）

科

9：30～17：00（入場は16：30まで）
科学展示室：大人¥200／小人¥100
プラネタリウム：大人¥400／小人¥200

サイエンスワールド

天文台・プラネタリウム・展示室を備えた、
発見・創造型の科学館です。

埼玉県の映像とNHKが過去に放送した
番組を無料で楽しめる施設です。
9：30～17：30
入場料：無料

公開ライブラリー （2F）

24時間営業
11：00～
22：00

11：30～14：00
16：00～24：00

ご利用日：7月24日（土）、25日（日）、31日（土）の3日間
1歳以上の未就学のお子さまをお預かりいたします。
予約・お問い合わせ：（株）コマーム  0120-506-092

お子さま連れでも安心して映画をお楽しみいただけます。
ご利用は無料です。

シネマカフェ トラットリア0363（オサムサン） （2F）

地元川口の人気店「トラットリア0363」が今年も限定オープンいたします。
今年のテーマは「地産地消」。川口産まれの鍋で、川口産まれの野菜を使い、
川口生まれの0363が料理します。ぜひみなさまお越しください。

保育サービス



車でお越しの場合

Webサイト : http://www.5931bus.com

駅からお越しの場合

※JR川口駅、JR西川口駅、SR鳩ヶ谷駅、各駅か
らの通常の路線バス（有料）もございます。詳し
くは国際興業バスWebサイトをご覧ください。

時刻表　無料直行バス
時　　 分
9 　               　      40 
10 　  00     20 　 40
11 　  00     20 　 40
12 　  00     20 　 40
13 　  00     20 　 40
14 　  00     20 　 40
15 　  00     20 　 40
16 　  00     20 　 40
17 　  00     20 　 40
18 　  00     20 　 40
19 　  00     20 　 40
20 　  00     20 　

（※1）

（※1）

（※2）（※2）
※1　JR川口駅東口発のみ
※2　SKIPシティ発のみ

映画祭期間中は無料直行バス
（JR川口駅東口←→SKIPシティ）
を運行いたします。（約12分）

カーナビ入力：埼玉県川口市上青木3丁目12-63

埼玉県、川口市、SKIPシティ国際映画祭実行委員会、
特定非営利活動法人さいたま映像ボランティアの会
ソニー、ソニービジネスソリューション、ソニーPCL、日本航空、富士フイルム、
清水建設、竹中工務店、NTTコミュニケーションズ、フェデラル エクスプレス、
浦和ロイヤルパインズホテル、シミズ・ビルライフケア、アサヒファシリティズ、
野村證券、埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、埼玉縣信用金庫、しまむら、
川口ロータリークラブ、セントラルモータース、
SKIPシティ国際Dシネマ映画祭を応援する市民の会
総務省、外務省、経済産業省、文化庁、観光庁、社団法人日本映画製作者連盟、
社団法人映画産業団体連合会、財団法人日本映像国際振興協会、
社団法人外国映画輸入配給協会、社団法人映像文化製作者連盟、
社団法人日本映画テレビ技術協会、社団法人日本映画テレビプロデューサー協会、
協同組合日本映画監督協会、協同組合日本映画撮影監督協会、
協同組合日本映画製作者協会、全国興行生活衛生同業組合連合会、
生活衛生同業組合埼玉県映画協会、財団法人デジタルコンテンツ協会、
特定非営利活動法人ディジタルシネマ・コンソーシアム、
特定非営利活動法人映像産業振興機構、NHK、テレ玉、FM NACK5
川口商工会議所、川口青年会議所、川口銀座商店街振興組合、
JCN関東、JCN埼玉、埼玉高速鉄道、赤城乳業
財団法人JKA

駐車場無料

主催：

協賛：

後援：

協力：

補助：

（※上映チケットの半券を各会場にてご提示ください）

川口そごう
SOGO

かわぐち
キャスティ

CASTY

JR川口駅
JR Kawaguchi Sta.

臨時バス停

キュポ・ラ
CUPO・LA

西口
West Exit

イート
川口
1110 Kawaguchi

東口
East Exit

至大泉 川口西I.C. 川口中央I.C. 川口東I.C. 至三郷

東京外環自動車道

イオンモール
川口キャラ

アリオ川口

東口

産
業
道
路

京
浜
東
北
線

至
大
宮

至
東
京

そごう

イオンモール

鳩ヶ谷市役所

加賀
出口

新郷
出入口

川口JCT

首
都
高
速
川
口
線

新芝川

上青木交番

上青木小

川口総合高校

西川口駅入口 青木中央

水道局北

上青木公民館

鳩ヶ谷変電所前

鳩ヶ谷駅

南鳩ヶ谷駅

埼
玉
高
速
鉄
道
線

35

58

106

104107

34

111
332

オートレース場

里（中央）

蕨駅入口

西
川
口
駅

川
口
駅

蕨
駅

SKIPシティ

122

西口

（順不同）

彩の国 地域発信映画プロジェクト

無料（事前登録制）
入場希望の方はWebサイトより詳細をご確認の上ご登録ください
http://www.skipcity-dcf.jp/
「彩の国 地域発信映画プロジェクト」  048-264-7777

入 場 料
申 込 方 法
We bサイト
お問い合わせ

：
：
：
：

埼玉県久喜市（旧鷲宮町）をロケ地として「商工会・住民・ファン」を中心に制作
され、好評を博した『鷲宮☆物語』（監督：北川敬一）の上映と、ユニークな活動
で町おこしを図る鷲宮町商工会の活動事例をベースにしながら、埼玉県内地域
発信映画の成功の可能性と、地域発信映画を製作する意義を検証します。

7.28（水） 14：30多

無料（事前登録制）
電話、FAX
（Webサイトで詳細をご確認ください）
http://www.skipcity-dcf.jp/
映像ミュージアム「カメラクレヨン」 担当 048-265-2590

入 場 料
申 込 方 法

We bサイト
お問い合わせ

：
：

：
：

カメラクレヨン「映像学習の向こうに」
7.30（金） 14：30多

～ＳＫＩＰシティ映像学習の歩み～

学校教育の中でメディアリテラシーの授業を行なって7年。
児童だけでなく先生も初体験の映像学習。事前研修の様
子を見ながら「教えるコツ、共に学ぶ」をテーマにインスト
ラクターと先生がパネルディスカッションを行なう。

第一部

授業を体験した子どもたちの中の有志がカメラクレヨンに
向け新作を制作。それらの作品を上映し、映像学習から歩
み出た、子どもたちの限りない可能性と、映像学習の意義を
検証する。

第二部

無料（事前登録制）
入場希望の方はWebサイトより詳細をご確認の上
ご登録ください
http://www.skipcity-dcf.jp/
（株）デジタルSKIPステーション 048-264-7777

入 場 料
申 込 方 法

We bサイト
お問い合わせ

：
：

：
：

アメリカから日本にやって来たミカが、辿り着いた先は「ネムリバ」
だった…。そこは心地よい「眠り」を求める人々が集う場所。ひょんなこ
とからスタッフとして働くことになったミカは、様々な悩みを持つ客や
同僚たちとの交流を通して新たな一歩を踏み出す勇気を得る。

<D-MAP2009>
埼玉発！エンタテインメント映画
『ネムリバ』完成披露試写会

7.25（日） 14：00映

TEL :048-263-0818 http://www.skipcity-dcf.jp/

http://www.skipcity.jp/
映像ミュージアム  048-265-2500

We bサイト
お問い合わせ

：
：

映像の原理から最新の特殊効果まで、映画制作のプロセスを
体験しながら楽しく学べます。本格的なスタジオでは、空飛ぶ魔
法の絨毯に乗って「恐竜王国」へ。合成など映像の不思議を体
験することができます。企画展・企画展関連イベントもさらにパ
ワーアップ！（詳細は、Webサイトにてご確認ください。）映画祭
期間中は上映チケットの半券提示で、入場が無料になります。

Official Airline

Logistics Partner

Official Hotel

SKIP シティ国際Dシネマ映画祭を応援する市民の会

Supporter

Official Sponsors

Official Partners

Media Partners

この事業は、オートレースの補助金を受けて実施しています。

セントラルモータース

Screening Partners

川口ロータリークラブ

9：30～17：00（入場は16：30まで）
入場料：無料

くらし 彩の国くらしプラザ （2F）
消費者学習のための本格的な参加体験
型の展示施設です。

映像の歴史、原理、制作のプロセスを体験
しながら学習できる施設です。
9：30～17：00（入場は16：30まで）
※映画祭期間中は、上映チケット半券で
入場無料

映像ミュージアム（2F）

科

9：30～17：00（入場は16：30まで）
科学展示室：大人¥200／小人¥100
プラネタリウム：大人¥400／小人¥200

サイエンスワールド

天文台・プラネタリウム・展示室を備えた、
発見・創造型の科学館です。

埼玉県の映像とNHKが過去に放送した
番組を無料で楽しめる施設です。
9：30～17：30
入場料：無料

公開ライブラリー （2F）

24時間営業
11：00～
22：00

11：30～14：00
16：00～24：00

ご利用日：7月24日（土）、25日（日）、31日（土）の3日間
1歳以上の未就学のお子さまをお預かりいたします。
予約・お問い合わせ：（株）コマーム  0120-506-092

お子さま連れでも安心して映画をお楽しみいただけます。
ご利用は無料です。

シネマカフェ トラットリア0363（オサムサン） （2F）

地元川口の人気店「トラットリア0363」が今年も限定オープンいたします。
今年のテーマは「地産地消」。川口産まれの鍋で、川口産まれの野菜を使い、
川口生まれの0363が料理します。ぜひみなさまお越しください。

保育サービス



きな子 ～見習い警察犬の物語～

警察犬訓練士を目指す杏子は、身体が弱く警察犬に
なれないと言われた子犬「きな子」と出会い「私が警
察犬にする！」と宣言。しかし試験に何度も失敗する
きな子と自分自身に失望し、きな子と別れ訓練所を
出ていく決心をするが…。

Ⓒ2010「きな子～見習い警察犬の物語～」製作委員会

今夏劇場公開の感動作
『きな子 ～見習い警察犬の物語～』を
一足早く上映！

7.24（土） 13：30映

●2009年、90分　●監督：増田久雄
●出演、監修：矢沢永吉
●プロデューサー：村山哲也　●撮影：瀬川龍
●配給：東映

上映協賛：セントラルモータース株式会社E.YAZAWA ROCK

日本のROCKの歴史はこの男で始まった――。野心に満
ちた目で夢を語る若き日の矢沢と、今、60歳を迎える
矢沢が先に見ているもの…。貴重な未公開映像の
数々が、不世出のカリスマ、矢沢永吉の30年間の歳月
を映し出す。

Ⓒ2009「ROCK」製作委員会

ＲＯＣＫのカリスマ矢沢永吉。
その生きざまに迫る
入魂のドキュメンタリー！

7.29（木） 13：30映

（英語字幕付き）

（英語字幕付き）

模範囚として6年の刑期を終えた男が、行きずりの
若者二人と共に、妻のもとへ向かう姿を描く。名作
のデジタルリマスター版を日本語字幕＋音声ガイド
付きのバリアフリーで上映。より多くの人とあの感動
を分かち合う！

あの不朽の名作が
デジタルリマスターで蘇り、
バリアフリー版になって登場！

●1977年（バリアフリー版／字幕・音声ガイド付き 2010年）、108分
●監督：山田洋次　●原作：ピート・ハミル
●脚本：山田洋次、朝間義隆
●出演：高倉健、倍賞千恵子、桃井かおり、武田鉄矢、渥美清
●配給：松竹

『幸福の黄色いハンカチ デジタルリマスター』
バリアフリー版

Ⓒ1977,2010 松竹株式会社

7.29（木） 11：30多

上映協賛：川口ロータリークラブ

Ⓒ1977,2010 松竹株式会社

幸福の黄色いハンカチ デジタルリマスター

7.23（金） 14：00映

模範囚として6年の刑期を終えた男が、行きずりの若
者二人と共に、妻のもとへ向かう姿を描く。1978年
第1回日本アカデミー賞をはじめ、多くの映画賞を受
賞した名作のデジタルリマスター版を４K上映。時代
を超えてあの感動を再び！

あの不朽の名作が
デジタルリマスターで蘇り、
新たな感動が湧きあがる！

●1977年（デジタルリマスター版2010年）、108分
●監督：山田洋次　●原作：ピート・ハミル
●脚本：山田洋次、朝間義隆
●出演：高倉健、倍賞千恵子、桃井かおり、武田鉄矢、渥美清
●配給：松竹

三遊亭円朝の傑作噺を現代風に大西信行氏が脚色。
口語に近く、人物像もより深く掘り下げられ、笑い
どころも満載。また、伴蔵とお峰を18年ぶりに仁左
衛門と玉三郎が演じ、絶妙な夫婦のやりとりを見
せる至極の作品を上映！

Ⓒ松竹株式会社

怪談 牡丹燈籠

●2007年10月上演の収録版、155分（第1幕：80分／第2幕：75分）
●作：三遊亭円朝　●演出：戌井市郎
●出演：片岡仁左衛門、坂東玉三郎、坂東三津五郎ほか
●配給：松竹

「幽霊よりも恐ろしい人間の業…」
怪談噺の傑作がシネマ歌舞伎として登場！

7.26（月） 13：30映

（英語字幕付き）

高級娼婦のヴィオレッタは社交界の人気者。彼女に惹か
れたアルフレードは一途な愛を捧げ、二人は一緒に暮ら
し始める。しかし、ある日アルフレードの父が、息子と別れ
るよう迫る。悩んだ末に彼女は別れを決めるのだが…。

ⓒPhoto by Marco Brescia “La Traviata” Teatro alla Scala, 2007

ミラノ・スカラ座オペラ『椿姫』

●2007年（イタリア）上演の収録版、134分　●作曲：ヴェルディ
●指揮者：ロリン・マゼール　●演出：リリアーナ・カヴァーニ
●出演者：アンジェラ・ゲオルギュー、ラモン・バルガス ほか
●配給：ソニー株式会社

切なく美しいストーリーに
親しみある楽曲。名作オペラを
舞台そのままの迫力で上映！

7.30（金） 10：30映

（日本語字幕付き）

●2010年、113分　●監督：小林義則
●出演：夏帆、寺脇康文、戸田菜穂、山本裕典、遠藤憲一、

浅田美代子、平田 満  ほか
●配給：松竹

SKIPシティ・セレクションとは、近年話題になった映画をセレクトし、県内企業、団体様のご協賛で上映する
ことにより、映画祭が地域により密着したものとして多くのみなさまに親しまれるよう企画したものです。

上映協賛：株式会社しまむら海の金魚

海での辛く悲しい出来事を体験し、心を閉ざしてし
まったミオとキヨミ。とあるきっかけからヨットレース
に参加することになったが、それは彼女らにとってた
だの競争ではなく、自分の未来を切り拓くための大
きな冒険だった…。

Ⓒ2010「海の金魚」製作委員会

鹿児島・桜島を舞台に
5人の高校生らが輝く
青春ヨットムービー

7.30（金） 14：00映

●2010年、116分　●監督：雑賀俊郎
●出演：入来茉里、田中あさみ、賀来賢人、白石隼也、
柄本時生 ほか

●配給：ティ・ジョイ

※2部構成のため、途中10分の休憩あり

マカロニとチーズが出会った時、最もおいしい事件
が起こる!世界中で愛される同名児童書を原作に、
空から食べ物が雨のように降ってくる町で巻き起こ
る奇想天外な大騒動の物語を4Kー3Dで上映！

ⓒ2009 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

くもりときどきミートボール

●2009年（アメリカ）、90分
●監督：フィル・ロード、クリストファー・ミラー
●配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

お菓子に囲まれた家に住みたい！
誰もが思い描いた夢が
３Ｄアニメで実現する。

7.27（火） 10：30映

（日本語吹替版）



①2009年 ②カナダ ③92分 ④ロブ・キング

①2009年 ②ノルウェー ③83分 ④カタリーナ・ラウニング、ローアル・ユートハウグ

①2009年 ②イタリア ③118分 ④ジョルジョ・ディリッティ

①2009年 ②イラク、トルコ ③110分 ④アトゥル・イナッチ

①2010年 ②日本 ③70分 ④完山京洪

①2009年 ②日本 ③98分 ④村松英治

①2009年 ②日本 ③91分 ④岸 建太朗

①2009年 ②イラン、フランス ③95分 ④ネダー・ ホマーユン

①2009年 ②韓国 ③117分 ④シン・ヨンシク

①2009年 ②オーストラリア ③85分 ④ベン・シャックルフォード

①2009年 ②フィリピン ③93分 ④ラルストン・ジョバー

長編コンペティション部門では、「劇場公開用長編映画の製作数が3本以下の監督によって、デジタル
で撮影・編集された70分以上の長編作品」を世界中から公募しました。過去最高の85の国と地域から
応募された合計648作品の中から、厳選された13作品（海外作品10本、国内作品3本）を上映します。

けがれなき愛
若い娘と、カメラ修理工の初老の男。
年のかけ離れた二人の純な愛の葛藤物語。

ⒸM.I.A Film Productions.

センタープレイス

「センタープレイス」のブティックに勤めるリジー。パリに二人で行
くという前日にボーイフレンドと破局。悲嘆にくれる中、家を出た父
や昔の恋人が現れたりと、にぎやかに彼女の人生は狂い始めた。

愛が全てを解決すると信じていたリジーの
挫折と成長を描いた、ラブコメディ。

ⒸCopyright Bakal Boys 2009

鉄屑と海と子どもたち
貧しさの中でも力強く生きる子どもたちの切ない友情。
子どもたちの無垢な演技が光る。

ⒸAvenue B productions

テヘラン
あらゆるものが金で売り買いされる
大都会の暗部を暴いた衝撃作。

ⒸCinepazoo & Helpless Lunch

seesaw
都会の空気感をかもし出す独自の映像と
全編即興演技で描く、男と女のイマ。

Ⓒ惑星の子供シアター

東京うんこ
ダメ東京男と、シッカリ関西女の
おかしなおかしな同棲物語。

未来の記録
過去か未来か？現実か幻想か？
巧みな映像美が紡ぎ出す、切なくも優しい物語。

ⒸStorm Rosenberg

マジックシルバー
小人の国の姫君が父王を救うために
勇気を奮って旅に出る、心温まるファンタジー。

ⓒCosimo Fiore

やがて来たる者（原題）
1944年イタリアの村で起こった惨劇の中、
新しい命を守る少女の感動作。

ⒸHungry Hills Production Inc.

不毛の丘
1950年代、愛を求め、貧しさと不条理に立ち向かう、
15歳の少年の叫びの物語。

ⒸATIL INAC

闇への一歩
農村で暮らしていた普通の少女がやがて
自爆テロに進むまでを描く、悲しくも胸を打つ問題作。

7.27（火） 15：30多 7.31（土） 10：30映

海に潜って鉄屑を拾う“Bakal Boys”と呼ばれる子どもたち。ある日、
力を合わせて海の中から錨を引き上げるが、気がつくとウトイの親
友の姿が消えていた。捜し続けるウトイは人魚伝説を思い出す。

7.31（土） 14：30多7.27（火） 17：00映

テヘランで運試しをしようとイブラヒムは家族を置いて村を出てきた。
だが彼の夢はすぐに悪夢に変わる。新生児の人身売買ビジネスに巻
き込まれたイブラヒムは友人たちと街の危険地帯へと向かう。

7.25（日） 17：30多 7.29（木） 10：30映

俳優仲間だった友人が結婚を決めたことに影響を受け、伸司は真
琴との結婚を意識し始めていた。教師の仕事で精一杯の真琴は「こ
のままでいい」と思っていたある日、妊娠の兆候が現れてしまう。

7.25（日） 11：00多 7.29（木） 17：00映

思いつきで会社を辞め、漫画家になろうとしたダメ男・俊太郎。バイト
をしながら同棲生活を切り盛りしていた兵庫生まれの希梨子。やけク
ソで希梨子が描いた「うんこ」の話がひょんなことから認められ・・・。

7.31（土） 17：30多7.26（月） 10：30映

新しい学校を始めようと、幸と治はかつてフリースクールだった古い家屋
に住み始める。やがて1冊のノートを手に大勢の生徒たちがやってきた。
ノートには、「思い出を残そう」という言葉。この言葉が、物語のはじまり…。

7.28（水） 11：30多7.24（土） 17：00映

ノルウェーの雪で覆われた山中に青いノームという小人たちが住んで
いた。父王の病を治すために初めて外界に出た臆病な姫君の冒険は、
農園の納屋に住む赤いノームたちも巻き込んで思わぬ方向に。

7.26（月） 15：30多7.24（土） 10：30映

少年院を出て叔母のもとに戻ったスニットを受け入れてくれたのは、
森の中で酒の密造をしている少年ジョニーだけだった。やがて警官
ロイの追及や売人の裏切りで二人は徐々に追い詰められていく。

7.24（土） 17：30多 7.27（火） 14：00映

弟が亡くなった時から、少女は誰とも口をきかなくなった。再び母親
が妊娠して少女に希望が芽生えた時、戦争は容赦なく貧しい村を
襲った。その日、生まれたばかりの弟を抱えて少女は独り走った。

7.24（土） 14：00多 7.28（水） 10：30映

イラクの戦闘で家族を殺された少女は、兄を捜しに厳しく長い旅に
出る。途中ひどい目に遭いながらもイスラム武装軍の手でやっとト
ルコに着くが、そこで彼女を待っていたのは自爆テロへの道だった。

7.31（土） 11：00多7.28（水） 17：00映

①2009年 ②ロシア ③107分 ④アンダシュ・バンケⒸMaywin Media

ニュースメーカーズ
強盗団と警察が銃とメディアを使って対峙するー
ロシア発のフルアクション映画。

警察の威信を取り戻すために強盗団の逮捕劇をテレビのリアリティ
ショーとして放映することを企画した警察の報道官カティア。だが追
い詰められた強盗団は思わぬ手段で彼女の野望に対抗し始めた。

7.29（木） 15：30多7.25（日） 17：00映

①2009年 ②中国 ③98分 ④リウ・ジエⒸ3C FILMS CO.LTD

透析（原題）
ある死刑判決が3人の男と家族に与えた心の葛藤を、
実話をもとに描いた社会派ドラマ。

車を盗んだ罪だけで死刑判決を受けた男。判決を下した裁判長の
娘は別の盗難車事故で死んでいた。腎臓を患う裕福な男は死刑囚
に臓器提供を持ちかける。だが死刑執行直前に法律が改正された。

7.26（月） 11：30多 7.31（土） 17：00映

ヒョンマン（アン・ソンギ）はがんで死んだ友人から大学生の娘の世話を頼
まれていた。カメラ修理のことしか知らない彼は娘の示し始めた愛に戸惑
うが、やがて自分の中に娘への愛が芽生えているのに気づき始める。

7.30（金） 11：00多7.25（日） 10：30映

増田久雄（日本）

国際審査委員長 冨永理生子（日本）／プロデューサー
シーセ・グラウム・ヨルゲンセン（デンマーク）／プロデューサー
ヴィッキー・シゲクニ・ウォン（アメリカ）／プロデューサー
ロジャー・ガルシア（イギリス、アメリカ）／プロデューサー

国際審査員

プロデューサー、監督

①製作年 ②製作国・地域 ③分数 ④監督

（特別上映 ： 審査対象外）



ⒸIsao Kusakari

（合計82分）

短編コンペティション部門では次世代の映像クリエイターを発掘することを目的に、2009年、2010年に
完成したフレッシュな作品を公募しました。また今回より、長編製作の可能性を推し量るため、作品長を
15分以上30分以下に変更しました。今年は162本の応募の中から厳選された10本を上映！

（合計80分）

①2009年 ②日本 ③22分 ④村田朋泰

家族デッキ

床屋を営む高田家には、住みついた七福神（髪様）のいたずらで、
ちょっと不思議なことがよく起こる。日常の様々な出来事の断片を
折り重ねて、昭和の町の片隅に住む、ある家族のグラフィティ。

クレイアニメーションで蘇る
昭和のノスタルジアは見逃せない。

①2010年 ②日本 ③30分 ④草苅 勲

ゴリラの嘘

振り込め詐欺を仕掛けた男は金をもらいに老女の家へ。二人は擬似
親子を演じるが、やがて居心地良くなる男、帰ってこいと誘う老女。
男の思惑はどうなるのか、そして老女の本当の思惑とは？

嘘つくほうと、つかれるほう。
どっちがどっち？の爆笑コメディ。

①2009年 ②日本 ③30分 ④庭月野 議啓
ⒸNorihiro Niwatsukino

イチゴジャム

ある日、枝里子は男友達に手作りのジャムをおすそ分けする。ところ
が、指でジャムを掬って舐める男のしぐさにある種の衝動を覚え、
「イチゴジャム」は枝里子の特別な感情に結びつく触媒となった。

甘ったるくて、どろどろと歪んで沈む、
イチゴジャムのような片思い。

①2009年 ②日本 ③28分 ④高嶋義明
Ⓒ切符師労働組合

切符師～SEPPUSHI～

改札機の中で切符をさばく仕事（切符師）。高木信彦は切符師を始
めて20年経っていた。ある日、自分が担当している駅の改札がIC専
用機になった。仲間は次々 と辞めていき、高木の不安は募る。

大真面目で展開されるユーモアとアイロニー。
本当に入ってるの？

①2009年 ②日本 ③29分 ④檀 拓磨

隣人ルサンチマン

就職活動中のマサキは隣家から聞こえてくる児童虐待と疑わしき少
女の泣き声に耳をふさぎ沈黙を続けた。児童相談所に通報したが、
らちが明かない。ついにマサキは友人の仁と立ち上がった、のだが。

卒業を控えて先が見えない男二人が、
児童虐待？に遭遇して・・・！

ⒸLisa Takeba
①2009年 ②日本 ③23分 ④竹葉リサ

夏の移動図書館

夏のある日、海を見たことがない少年は、突然現れた移動図書館で
海辺に住む少女からの手紙が入った本を見つけた。少女を助けるた
めに海に行きたい。だが少年の前には暗いトンネルが立ちはだかる。

少年のころ一度は夢見る冒険がある。
けだるい夏の日のメルヘン。

①2009年 ②日本 ③25分 ④泊 誠也
Ⓒ貫通スタジオ

不幸買います

会社でも家庭でもさえない男に届いた「不幸買います」の案内。
男は金になるならと、嘘で固めた「不幸」をねつ造。訪れた調査員を
だましてまんまと2億円を手に入れるのだが…。

自分の「不幸」を高額で買い取ってくれる…
こんな幸福って、ある？

①2010年 ②日本 ③16分 ④石田 肇
ⒸProjectYamaken/Kazutoshi Maeda

KARAKURI

日本古来の伝統や意匠を継承し進化した架空の未来。事故で恋人
と片腕を失い、カラクリと呼ばれる義手をつけた男は、夜の京都で
謎の女と刀を交える。刀が交わる度、何故か恋人の思い出が蘇る。

未来都市で繰り広げられる
CG満載の娯楽時代？劇。

①2010年 ②日本 ③21分 ④高野 徹
Ⓒ高野徹

濡れるのは恋人たちだけではない

ビデオ撮影好きの大学生がスナックのお姉さんの家に転がり込もう
としたことから、ヤクザに絡まれ、千葉･勝浦への旅に巻き込まれる。
感情のままに走り回るヤクザと女･･･を撮影する羽目になるのだが。

趣味が高じて一線を越えると…
大変なことになるロードムービー。

①2009年 ②日本、マレーシア ③24分 ④エドモンド・楊
ⒸKohei Ando Laboratory 2009

Kingyo

冬のある夜、秋葉原で「メイドツアー」のアルバイトをしている主人
公は、大学教授の男と再会する。会話が進むにつれて、2匹の金魚
をめぐる二人の過去が明らかになっていく。

2分割画面に男と女のうつろいが
モンタージュされていく、斬新さ！

（合計86分）

7.24（土） 11：00多 7.28（水） 14：00映

7.27（火） 11：30多 7.31（土） 14：00映

7.25（日） 14：00多 7.30（金） 17：30映

¥1,600 ¥1,800

¥1,800 ¥2,000

¥600 ¥800

¥1,500 ー

シネマ歌舞伎券 『怪談 牡丹燈籠』

ライブスパイア券 ミラノ・スカラ座オペラ『椿姫』

コンペ作品3回券

¥1,000 ¥1,200招待作品券 『きな子 ～見習い警察犬の物語～』

¥800 ¥1,000SKIPシティ・セレクション券 『海の金魚』
¥800 ¥1,000SKIPシティ・セレクション券 『E.YAZAWA ROCK』

¥800 ¥1,000SKIPシティ・セレクション券（バリアフリー上映）
『幸福の黄色いハンカチ デジタルリマスター』

¥1,000DシネマNow券（3D上映） 『くもりときどきミートボール』

¥600 ¥800クロージング・セレモニー券
（短・長編グランプリ受賞作品の上映がございます）

コンぺ作品1回券

※当日券は各上映会場にて、開場時間より販売いたします。※自由席／定員・入替制（一部を除く）
※満員の際及び開演後の入場はお断りする場合がございます。※未就学児の入場はご遠慮ください。

●直接購入
チケットぴあのお店／サークルKサンクス／川口市観光協会（川口センタービル8階）／
県民交流プラザ（ＳＫＩＰシティ彩の国ビジュアルプラザ4階）／
須原屋書店（蕨店、キャラ川口店、アリオ川口店）

●電話予約、音声認識予約　TEL：0570-02-9999
●Web購入  http://t.pia.jp/
※Web決済ずみ・電話予約ずみチケットの発券…チケットぴあのお店／サークルＫサンクス／セブン-イレブン

前売り券購入方法（7/22まで）

ー¥3,000

当日券前売券券種

¥800

461-933

¥800 556-604

556-603
¥1,000

コンペフリーパス引換券

オープニング・セレモニー券
（『幸福の黄色いハンカチ デジタルリマスター』の
上映がございます）

映画祭グッズ付き
※引換は映画祭期間中、会場内       にて

襟川クロ／映画パーソナリティー
佐野史郎／俳優、監督

審査員

桝井省志

審査委員長

プロデューサー

Pコード

映画祭期間中に会場内     にて、数量限定
特製デジたるくん携帯ストラップをプレゼント！（ ）

）（

①製作年 ②製作国・地域 ③分数 ④監督




