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平素よりお世話になっております。 

世界に先駆けてデジタルシネマにフォーカスし、次代を担う若手映像クリエイターの登

竜門として 2004 年にスタートした「SKIP シティ国際 D シネマ映画祭」は、７月 16 日

（土）～7 月 24日（日）の９日間、１３回目となる開催を迎えます。 

この度、コンペティション３部門（長編・短編・アニメーション）、特別招待作品のノミネ

ート作品について、下記の通り来場ゲストが決定いたしました。 

本年も国内外から多数のゲストが来場し、上映後の Q&A や舞台挨拶に登壇いたします。 

ぜひ貴媒体にて会期中のご取材をご検討くださいますようお願い申し上げます。 

※個別取材もご調整させていただきます。ご取材いただけます媒体様は、お手数ですが

映画祭事務局までお問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜SKIPシティ国際 Dシネマ映画祭 2016 開催概要＞ 

■会期：2016 年 7月 16日（土）～7月 24 日（日） 

■会場：SKIP シティ 映像ホール、多目的ホールほか（川口市上青木 3-12-63） 

 彩の国さいたま芸術劇場（さいたま市上峰 3-15-1） ［7/17、7/18 のみ］ 

 こうのすシネマ（鴻巣市本町 1-2-1エルミこうのすアネックス 3F） ［7/17、7/18 のみ］ 

■主催：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 

■公式サイト： www.skipcity-dcf.jp 

【お問合せ】  SKIP シティ国際Ｄシネマ映画祭事務局  広報：堀切、小堺 

  TEL：048-263-0818  FAX：048-262-5635 

  E-Mail: press@skipcity-dcf.jp  MOBILE：090-4228-2342（堀切） 

 ご担当者各位       

 

ＳＫＩＰシティ国際Ｄシネマ映画祭２０１６  

来場ゲスト情報第１弾発表!! 
 

『アウト・オブ・マイ・

ハンド』 

福永壮志監督 

『見栄を張る』 

藤村明世監督 

『見栄を張る』 

主演：久保陽香 

『ニュー・クラスメイト』 

アジャイ・G・ライ 

（プロデューサー） 

『アンダー・ヘヴン』 

ダルミラ・チレプベル

ゲノワ監督 

『朝日が昇るまで』 

アレハンドロ・グスマ

ン・アルバレス監督 

『幸せを追いかけて』 

イングヴィル・スヴェ

ー・フリッケ監督 

『長江図』 

ワン・ユー 

（プロデューサー） 

『I PHONE YOU』 

タン・ダン監督 

『ピンパン』 

主演：柳英里紗 
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 ＳＫＩＰシティ国際Ｄシネマ映画祭２０１６来場ゲスト一覧  （※7/8 現在） 

※会場は、 映・・・SKIP シティ映像ホール ／ 多・・・SKIP シティ多目的ホール での上映です。 

※海外ゲストは、すべて英語対応可能です。また、ご取材の際には、通訳を手配させていただきます。 

※ゲストは都合により変更・追加・キャンセルになる場合がございます。予めご了承ください。 

日付 部門 会場 タイトル 国・地域 ゲスト 

7/17 

（日） 

長編 映 アヒルからの贈り物 ベルギー 撮影監督：ミネア・ポペスク 

長編 映 ニュー・クラスメイト インド プロデューサー：アジャイ・Ｇ・ライ 

長編 多 ファミリー・ジャンブル イタリア 
監督：マックス・ナルダリ 

出演：ロベルト・カッルッバ 

短編 多 

キッチンの神様 日本 監督：中根克 

VANISH 日本 監督：畑井雄介 

夕暮れの催眠教室 日本 監督：井上博貴 

短編 多 

パン屋の息子 日本 監督：日原進太郎 

幽霊ダンサー 日本 監督：陣内天飛 

FIVE PERCENT MAN 日本 監督：田中雄之 

長編 多 アンダー・ヘヴン キルギス 監督：ダルミラ・チレプベルゲノワ 

7/18 

（月・祝） 

長編 映 園田という種目 日本 
監督：太田真博 

出演：松下倖子、安部康二郎、牧野琢也 

長編 映 タンナ 
オーストラリア 

バヌアツ 

プロデューサー：キャロライン・ジョンソン 

（オーストラリア） 

長編 映 いたくても いたくても 日本 
監督：堀江貴大、出演：嶺豪一、澁谷麻美、吉

家翔琉、礒部泰宏 

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン 

多 

おひさま 日本 監督：しょ～た 

あたしだけをみて 日本 監督：見里朝希 

愛のかかと 日本 監督：円香 

Noisy Midnight 日本 監督：梅津侑華 

こんぷれっくす×コンプレックス 日本 
監督：ふくだみゆき 

声の出演：林奏絵、上妻成吾 

短編 多 

くだらない くだらない この世界。 日本 監督：高山康平 

テイク 8 日本 
監督：上田慎一郎 

出演：芹澤興人、山本真由美 

短編 多 

想影 日本 監督：加藤慶吾 出演：松原菜野花 

ピンパン 日本 監督：田中羊一 出演：柳英里紗 

嘘をついて 日本 監督：三ツ橋勇二 脚本：米内山陽子 

7/19 

（火） 

短編 映 

パン屋の息子 日本 監督：日原進太郎 

幽霊ダンサー 日本 監督：陣内天飛 出演：宮沢りえ蔵 

FIVE PERCENT MAN 日本 監督：田中雄之 

長編 映 見栄を張る 日本 監督：藤村明世 出演：久保陽香、似鳥美貴 

短編 映 
キッチンの神様 日本 監督：中根克 

VANISH 日本 監督：畑井雄介 

長編 多 アウト・オブ・マイ・ハンド アメリカ 監督：福永壮志 

長編 多 朝日が昇るまで メキシコ 監督：アレハンドロ・グスマン・アルバレス 
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日付 部門 会場 タイトル 国・地域 ゲスト 

7/20 

（水） 

長編 映 アンダー・ヘヴン キルギス 監督：ダルミラ・チレプベルゲノワ 

長編 映 幸せを追いかけて ノルウェー 監督：イングヴィル・スヴェー・フリッケ 

長編 映 ファミリー・ジャンブル イタリア 
監督：マックス・ナルダリ 

出演：ロベルト・カッルッバ 

長編 多 ニュー・クラスメイト インド プロデューサー：アジャイ・Ｇ・ライ 

長編 多 アヒルからの贈り物 ベルギー 撮影監督：ミネア・ポペスク 

7/21 

（木） 

短編 映 

想影 日本 監督：加藤慶吾 

ピンパン 日本 監督：田中羊一 

嘘をついて 日本 監督：三ツ橋勇二 

特別

招待 
映 I PHONE YOU 中国・ドイツ 監督：タン・ダン（中国） 

短編 映 

くだらない くだらない この世界。 日本 監督：高山康平 

テイク 8 日本 
監督：上田慎一郎  

出演：山本真由美、牟田浩二 

長編 多 園田という種目 日本 
監督：太田真博、出演：松下倖子、安部康二郎、

牧野琢也、山崎チエ 

長編 多 タンナ 
オーストラリア 

バヌアツ 

プロデューサー：キャロライン・ジョンソン 

（オーストラリア） 

7/22 

（金） 

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン 

映 

Happy Bogeys Episode 11-13 日本 監督：クリハラタカシ 

such a good place to die 日本 監督：小野ハナ 

おひさま 日本 監督：しょ～た 

AGE OF OBSCURE 日本 監督：水江未来 

あたしだけをみて 日本 監督：見里朝希 

MASTER BLASTER 日本 監督：冠木佐和子 

Noisy Midnight 日本 監督：梅津侑華 

こんぷれっくす×コンプレックス 日本 
監督：ふくだみゆき 

声の出演：林奏絵、上妻成吾 

長編 多 いたくても いたくても 日本 監督：堀江貴大、出演：澁谷麻美 

7/23 

（土） 

長編 映 朝日が昇るまで メキシコ 
監督：アレハンドロ・グスマン・アルバレス 

ライン・プロデューサー：マリアナ・モンロイ 

長編 映 アウト・オブ・マイ・ハンド アメリカ 監督：福永壮志 

特別

招待 
映 長江図 中国 プロデューサー：ワン・ユー 

長編 多 幸せを追いかけて ノルウェー 監督：イングヴィル・スヴェー・フリッケ 

長編 多 見栄を張る 日本 監督：藤村明世 出演：久保陽香、似鳥美貴 

個別取材をご検討いただけます媒体様は、スケジュール他詳細をご調整させていただきますので、

お手数ですが下記担当までご連絡くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 

◎プレスの皆さまには、【プレスパス】の発行を行っております。ご鑑賞をご希望の方は、お手数ですが映画祭公式サ

イトよりご登録くださいますようお願い申し上げます。（登録ページ URL：http://skipcity-dcf.jp/press ） 

【お問合せ】  SKIP シティ国際Ｄシネマ映画祭事務局  広報：堀切、小堺 

  TEL：048-263-0818  FAX：048-262-5635 

  E-Mail: press@skipcity-dcf.jp  MOBILE：090-4228-2342（堀切） 


