
ゲストプロフィール（登壇順） Guest Profile

役所広司（俳優）

Koji Yakusho, Actor

*プロフィール詳細については資料６ページをご覧ください。
*Please see the page 6 for the detail.

Festival Ambassador

是枝裕和（映画監督）

Hirokazu Kore-eda, Director

*プロフィール詳細については資料８ページをご覧ください。
*Please see the page 8 for the detail.

Advisor of "Asia Lounge" Conversation Series

フェスティバル・アンバサダー

「アジア交流ラウンジ」企画

深田晃司（映画監督）

Koji Fukada, Director

Japan Now: The Artistry of Koji Fukada

「気鋭の表現者 深田晃司」Japan Now 部門

1980年生まれ。2006年『ざくろ屋敷』を発表。パリ KINOTAYO 映画祭ソレイユドール新人賞受賞、2008 年『東 京
人間喜劇』を発表、ローマ国際映画祭選出。2010年、『歓待』を発表、東京国際映画祭「日本映画・ある視点」 部門
作品賞、プチョンファンタスティック国際映画祭最優秀アジア映画賞を受賞。13年『ほとりの朔子』でナント三大陸
映画祭グランプリ受賞。2016年日仏合作となる『淵に立つ』が第69回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門 審査委員賞
を受賞。2017年第67回芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞。2018年フランス芸術文化勲章 「シュバリエ」を受勲。
2019年7本目となる長編映画『よこがお』(日仏合作)を発表。『本気のしるし』は初のテレビドラマ監督作であり、劇
場公開用に再編集された《劇場版》が第73回カンヌ国際映画祭オフィシャルセレクション2020に選出された。

Born in 1980 in Tokyo, Koji Fukada studied in filmmaking at The Film School of Tokyo and in 2005, joined cutting-edge theater company Seinendan,
headed by Oriza Hirata. His animated film Zakuro Yashiki received the Soleil d’Or (the Best Newcomer) at the 3rd Paris Kinotayo Film Festival in 2006.
His first feature film, starring Seinendan actors, Human Comedy in Tokyo, was screened at the Rome International Film Festival in 2008 and won an
award at Osaka Cine Drive. Fukada began earning global acclaim, receiving TIFF’s Japanese Eyes section award and Best Feature in the Asian Films
category at the Bucheon International Fantastic Film Festival for Hospitalité in 2010. Au revoir l'été, featuring Fumi Nikaido in the lead, won the grand
prize and the prize of the young jury at the Nantes Three Continents Festival in 2013. In 2015, Sayonara received the Days of Cinema Award at the
Filmadrid International Film Festival. Harmonium (2016) premiered in the 69th Cannes Film Festival’s Un Certain Regard section, winning the Jury
Prize, and it also won the 67th Art Encouragement Prize from Japan’s Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology. Fukada’s first
international coproduction was The Man from the Sea (2018), followed by the Locarno International Film Festival selection A Girl Missing (2019). In
2018, Fukada was made a Chevalier dans L’ordre des Arts et des Lettres by the French Government. His books include the novels “Harmonium” (2016),
“TheMan from the Sea” (2018) and “A GirlMissing” (2019). Currently, he is the co-representative director of the non-profit organization Independent
Cinema Guild. His latest film The Real Thing was named to the Cannes Film Festival's 2020 Official Selection.

©Laurent Champoussin
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2020 年 9月 29日
東京国際映画祭事務局
公益財団法人ユニジャパン

ラインナップ発表記者会見

10月24日㈯ 映画祭公式サイトにてチケット一般販売開始
先行販売については、公式サイトをご確認ください。

tiff-jp.net



As COVID-19 sweeps across the world, many film festivals have had to 
cancel, postpone, or limit the scope and scale of their programs. We, too, 
have been wrestling with the dilemma of whether or not to hold this year’s 
Tokyo International Film Festival.

It is only natural that our society should aim to reinvigorate economic 
activity. But we also need something that enriches our hearts and gives us 
courage as we face the spread of this infectious disease. We believe that this 
is what the arts and culture provide, and that cinema, an art form enjoyed by 
many, has a vital role to play.

The Tokyo International Film Festival has therefore decided to organize a 
physical event this year while taking adequate measures to prevent the 
further spread of infection, so that we may once again remind our audiences 
of the joy of watching movies in the theaters. We hope to reinforce the 
power of cinema by deepening ties between the Japanese and international 
film communities.

Of course, given the circumstances this year, opening a physical festival will 
require many restrictions, which will call for much creativity. As it will be 
difficult to invite international jury members, guests, and journalists, in place 
of our International Competition, we have decided to establish the Tokyo 
Premiere 2020 section, which will present outstanding films from both Japan 
and abroad. We also plan to make effective use of online platforms.

We also plan to present events in which we can hold discussions about how 
to make way for a new culture for the visual medium amidst and beyond the 
pandemic.
We humbly request your continued support and cooperation this year.

Greetings

Profile: Hiroyasu Ando was born in 
1944. After graduating from University 
of Tokyo in 1970, he entered Japan’s 
Ministry of Foreign Affairs. After serving 
as a diplomat in the US, the Philippines 
and the UK, he served as the Private 
Secretary for the Prime Minister, the 
Minister-Counselor at the Embassy of 
Japan in the US, the Director-General in 
charge of Middle East and African 
A f f a i r s ,  t h e  A m b a s s a d o r  o f  t h e  
Consulate General of Japan in New York, 
the Assistant Chief Cabinet Secretary 
and the Ambassador to Italy. Since 
October 2011, he has been working on 
international cultural exchanges as the 
President of the Japan Foundation.

Hiroyasu Ando
Chairman
33rd Tokyo International Film Festival
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ご  挨  拶

　新型コロナウイルスが猛威を振るう中で、多くの映画祭が中止・延期・縮小を

余儀なくされています。私たちも、本年の東京国際映画祭を実施すべきかについ

て真剣に悩み、議論を重ねました。

　コロナウイルスの拡大を阻止しながら経済活動の発展を目指すという社会の

大方針は当然ですが、同時に感染症との戦いに立ち向かっていく上で、私たちの

心に潤いと勇気を与えてくれるものも必要でしょう。それこそが文化芸術であ

り、特に多くの人々に親しまれている映画が果たす役割は大きいと思うのです。

　そこで私たちは、感染症対策に十分な措置を講じながら、リアルな映画祭を開

催し、お客様に映画館で映画を見る喜びを再認識して頂きたいと決断致しまし

た。内外の映画界とも協力して国際的な連帯を深めながら、映画の力を結集して

いきたいと考えています。

　もちろん今年は多くの制約があり、様々な工夫が必要となります。海外の審査

員やゲスト、ジャーナリストの方々をお招きするのが難しいことから、インター

ナショナル・コンペティションに代えて内外の秀作をひとまとめにした

「TOKYO プレミア 2020」部門を創設したのもその一つです。オンラインの

効果的な活用にも取り組んでまいります。

　そして、コロナ禍を超えて新しい映像文化を創造していくために私たちは何

をなすべきか、そういう対話の場も企画しています。

　今年も皆様方のご支援とご協力を切にお願いする次第です。

 第33回東京国際映画祭
 チェアマン

安藤　裕康

＜略歴＞1944年生まれ。1970年に東

京大学を卒業後、外務省に入省。外交官

として米国、フィリピンや英国での勤

務を経て、内閣総理大臣秘書官、在米国

日本大使館公使（特命全権）、中東アフ

リカ局長、在ニューヨーク総領事（大

使）、内閣官房副長官補、駐イタリア特

命全権大使等を歴任。2011年10月よ

り、国際交流基金理事長として、外国と

の文化交流に取り組んでいる。

あん   どう　  　 　ひろ   やす
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With the coronavirus pandemic continuing, film festivals around the world have been affected and many have been 
forced to cancel, postpone or shrink. Despite the circumstances, however, TIFF plans to carry out physical screenings 
in Tokyo theaters with the following objectives:

1. Re-experience the joy of watching films on the big screen, which will light a beacon of 
hope for the future of film.

2. Strengthen international solidarity in the global film industry.

3. Reexamine our understanding of visual culture after COVID-19.

TIFF VISION

Event Outl ine

Name:  33rd Tokyo International Film Festival
Date:  October 31 (Sat) - November 9 (Mon), 2020 (10 days)
Venues:  Roppongi Hills, Ex Theater Roppongi, Hibiya Step Square, Tokyo International Forum and other venues in Tokyo 

Hosted by: UNIJAPAN (33rd Tokyo International Film Festival Executive Committee)

Co-Hosted by: Ministry of Economy, Trade and Industry

 The Japan Foundation Asia Center (Film Culture Exchange Projects between Japan and Asian countries)

 Tokyo Metropolitan Government (Tokyo Premiere 2020 section and Youth section)

Presented under the Auspices of: Ministry of Internal Affairs and Communications / Ministry of Foreign Affairs / Japan Tourism Agency / Minato City 
/Japan External Trade Organization (JETRO) / National Film Archive of Japan / Minato Sports, Community, Culture and Health Foundation / Keidanren 
(Japan Business Federation) / The Tokyo Chamber of Commerce and Industry / Motion Picture Producers Association of Japan, Inc. / Federation of 
Japanese Films Industry, Inc. / Foreign Film Importer-Distributors Association of Japan / Motion Picture Association (MPA) / Japan Association of 
Theatre Owners / Tokyo Association of Theater Owners / Visual Industry Promotion Organization (VIPO) / Japan Video Software Association (JVA) / 
Kadokawa Culture Promotion Foundation / Digital Content Association of Japan / Association of Media in Digital

Supported by: Agency for Cultural Affairs

T h i s  y e a r ’ s  a r t w o r k  r e p r e s e n t s  t h e  T o k y o  

International Film Festival’s wishes to deliver, 

through cinema, a refreshing respite from these times 

of uncertainty, even if just to lift your spirits.

Although it is autumn, we urge you to enjoy the 

festival as if you were enjoying the cherry blossoms 

in spring. Lift your head upward and try gazing far 

beyond the trees and up into the sky.

Creative Director: Hiroshi Sasaki

Art Director: Akihiro Hamabe

Photography: Mika Ninagawa
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①映画を観る喜びを再認識し、映画の未来への希望の光を灯す
②映画を通じて国際的な連帯を強める
③コロナ後の映像文化についての考察を深める

新型コロナウィルスが依然として猛威を振るっている中、世界中の映画祭もその影響を受けており、多くが中止や延

期、あるいは縮小等を余儀なくされています。そのような状況下において、東京国際映画祭としては、以下の目的を掲

げ、映画館でのフィジカルな上映を基本として実施いたします。

開 催 概 要

名称：第33回東京国際映画祭

期間：2020年10月31日（土）～11月9日（月）［10日間］

会場：六本木ヒルズ、EXシアター六本木（港区）、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場（千代田区）、東京国際フォーラ

ム（千代田区）ほか、都内の各劇場及び施設・ホールを使用

主催：公益財団法人ユニジャパン（第33回東京国際映画祭実行委員会）

共催：経済産業省

        国際交流基金アジアセンター（アジア映画交流事業）

       東京都 (TOKYOプレミア2020部門、ユース部門）

後援：総務省／外務省／観光庁／港区／独立行政法人日本貿易振興機構／国立映画アーカイブ／公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団
／一般社団法人日本経済団体連合会／東京商工会議所／一般社団法人日本映画製作者連盟／一般社団法人映画産業団体連合会／一般社団法
人外国映画輸入配給協会／モーション・ピクチャー・アソシエーション（MPA）／全国興行生活衛生同業組合連合会／東京都興行生活衛生同業
組合／特定非営利活動法人映像産業振興機構／一般社団法人日本映像ソフト協会／公益財団法人角川文化振興財団／一般財団法人デジタル
コンテンツ協会／一般社団法人デジタルメディア協会

支援：文化庁

新型コロナウイルスで先行きの見えない中、映画で、気持
ちだけでも晴れやかにできれば、という想いを込めたビ
ジュアルになっています。
秋ではありますが、映画を、花見のようにご覧いただき、
桜の先の空を、上を、見上げてもらえればと思います。

クリエイティブディレクター：佐々木宏
アートディレクター：浜辺明弘
写真：蜷川実花

東京国際映画祭　３つの目的
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Main Sections ◯1

Tokyo Premiere 2020 will combine our international Competition, Asian Future and Japanese Cinema Splash sections 

into one lineup. Instead of bestowing the usual awards, TIFF will give one Audience Award for all the films nominated 

in this limited section, allowing us to shine a spotlight on the importance of our audiences.

■ Tokyo Premiere 2020
Focusing on world and Asian premieres, Tokyo Premiere 2020 will showcase 32 films from across the globe, by both 

veterans and emerging directors. Maintaining our usual balance among regions and the selection criteria of TIFF’s three 

main competition sections, this special lineup will allow audiences to enjoy, on an equal footing, a diversity of films 

from international and Japanese directors in all stages of their careers.

■ Selection Committee Members for the 33rd TIFF
We have established a new selection committee this year, which will allow TIFF to benefit from the knowledge, 

diversity and wide-ranging backgrounds of outside experts.

 Kohei ANDO (Emeritus Professor at Waseda University)

 Shozo ICHIYAMA (Producer)

 Kenji ISHIZAKA (TIFF Senior Programmer)

 Yuka KIMBARA (Journalist)

 Yuko SEKIGUCHI (Journalist)

 Yoshi YATABE (TIFF Senior Programmer)
      *Alphabetical order

■ Audience Award
The Audience Award will be given to a film selected by the audience in the Tokyo Premiere 2020 section.

*Unlike previous years, no other awards will be selected/awarded this year.

■ Number of entries for the 33rd TIFF
For the Tokyo Premiere 2020 section, this year’s main 

section, 32 feature films that were completed after 

January 2020 were selected by committee members. 

Films focusing on world and Asian premieres from 

across the globe, by both veterans and emerging 

directors, will be showcased during the period.

 North, Central and  South America  16 183 
 Europe including  NIS countries  41 558 
 Middle East  11 110
 Africa  12 9
 Asia  25  480
 Oceania  2  16
 Total 107 1,356
 (Last year) (115) (1,804)

Number of
Countries and Regions EntriesRegions

“Countries and Regions” includes all those that participated in the co-production of the film.

4



■ 第 33回東京国際映画祭　作品エントリー数

ワールド・プレミアやアジアン・プレミアの作品を中心に、内
外の個性豊かな監督による新作を披露する今年の映画祭の
メイン部門「TOKYO プレミア 2020」では、原則として
2020年1月以降に完成した長編作品を対象に、世界各国・地
域の応募作品の中から、コミッティーメンバーによる選定会
議を経て、32本の作品を期間中に上映します。

 地域 国と地域数 作品数
 北米・中南米 16 183
 欧州（NIS諸国含む） 　41　 558
 中東 11 110
 アフリカ 12 9
 アジア 25 480
 大洋州 2 16
 合計 107 1,356
 （昨年） （115） （1,804）

「国と地域数」には共同製作作品に係わる全ての国・地域を含んでおります。

部 門 紹 介 ①

昨年まで実施していた「コンペティション」、アジアの新鋭監督を集めた「アジアの未来」、日本映画の気鋭作品をそろえた「日
本映画スプラッシュ」の 3 部門を今年は 1 つの部門に統合、「TOKYO プレミア 2020」とし、様々な賞を競う形ではなく、そ
の中の全作品を対象に観客の皆様に投票していただく「観客賞」を設けることと致しました。今年は観客の皆様が主役です。

■ TOKYOプレミア2020　部門
ワールド・プレミアやアジアン・プレミアの作品を中心に、内外の個性豊かな監督による新作の披露を観客と共に祝福する
ショーケース部門。日本、アジア、欧米といった地域のバランスは保ちながら、従来のコンペ３部門の選定視点も残し、32 本の
プログラムを予定しています。全体のラインナップとしては、全作品が監督のキャリアに関わらずフラットに並び、世界から
集まった映画の多様性が持つ面白さを観客に味わってもらうことを目的とします。

■ 観客賞について
「TOKYO プレミア 2020」部門の全作品を対象に、観客の皆さまから投票を募り、最も多くの支持を得た1作品を表彰い
たします。　＊東京グランプリをはじめとした従来の各賞の審査・表彰はございません。

■ 第 33回東京国際映画祭 作品選定コミッティメンバー
本年は上映作品の選定にあたっては、幅広い知見・人脈と多様な価値観を有する外部専門家の協力を頂き、委員会制の合議の
下に進めることと致しました。
 
　　　　　　安藤紘平　（あんどう　こうへい）               早稲田大学名誉教授
　　　　　　石坂健治　（いしざか　けんじ）                  東京国際映画祭シニア・プログラマー
　　　　　　市山尚三　（いちやま　しょうぞう）           映画プロデューサー
　　　　　　金原由佳　（きんばら　ゆか）                      映画ジャーナリスト
　　　　　　関口裕子　（せきぐち　ゆうこ）                  映画ジャーナリスト
　　　　　　矢田部吉彦　（やたべ　よしひこ）               東京国際映画祭シニア・プログラマー

*五十音順
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Main Sections ◯2

■ Special Screenings
The Special Screenings section is a glamorous showcase of premiere screenings for high-profile large scale films that 
are yet to be released in Japan. Many guests associated with the films will make appearances at events held throughout 
the festival.

■ Japan Now
A section that provides an overview of today’s Japanese cinema, Japan Now this year will showcase the works of Koji 
FUKADA. Fukada is a rare filmmaker whose films capture the reality of us in relation to the world that surrounds us, and 
then project that onto the relationship between the audience and the screen. The section will be showcasing five of his 
works, including his shorts and a number of his features from his most early works to his most recent, The Real Thing. 
Such uncertain times like these might be the opportune time to reflect upon Fukada’s work, which is very much 
grounded in society and reality.

■ World Focus
The World Focus section presents notable works from various international film festivals, films that have yet to be 
released in Japan, and Japanese films that have won much acclaim in international film festivals. This year’s World Focus 
will feature Taiwanese films and will also enjoy its second collaboration with the Latin Beat Film Festival. World Focus 
showcases internationally acclaimed films, many of which later secure a theatrical release in Japan.

■ Japanese Animation
Japanese Animation will feature world-renowned characters that have their origins in Japanese animation and VFX. This 
year’ s section will showcase the theatrically released animated films from the “Pokémon” franchise along with a 
retrospective of The Super Sentai Series starting with “Gorenger” which is celebrating its 45th anniversary. Another 
highlight will be a series of screenings that will offer an overview of the current state of today’ s Japanese animated 
features.

Japanese Animation Section Programming Advisor
Ryota FUJITSU / Animation Critic 
Born in 1968 in Shizuoka prefecture. Originally a newspaper reporter and weekly magazine editor, Fujitsu started writing about animation in 
2000. Also a lecturer at Tokyo Polytechnic University, his published work includes “Channeru Wa Itsumo Anime” (NTT Publishing),
“Purofeshonaru 13 Nin Ga Kataru Watashi no Seiyudo” (Kawade Shobo Shinsha), and “Bokura ga Anime wo Miru Riyu” (Film Art Inc.)

■ Japanese Classics
This year, Japanese Classics will showcase restored versions of three still-existing films by genius filmmaker Sadao 
YAMANAKA. Restoration was conducted in collaboration with the Japan Foundation. Also beautifully brought back to 
life will be master filmmaker Hiroshi INAGAKI’s timeless masterpieces. It would be no mistake to say that all of the films 
presented in this year’s Japanese Classics are among the greatest Japanese films ever made.

■ Youth (TIFF Children / TIFF Teens)
TIFF Youth delivers opportunities for young boys and girls to experience the wonders of cinema. In TIFF 2020: Teens 
Meet Cinema, junior high school students will virtually gather to make a film and showcase their incredible talent on 
screen. TIFF Children for elementary school children will be showing silent classics with live performances, which they 
are sure to enjoy with their parents. In TIFF Teens, the section will select from a roster of highly acclaimed international 
film festival entries to showcase youth-focused films that are sure to inspire the participating high school students. By 
offering the experience of seeing the power and beauty of cinema on the big screen, and showing the vast world that 
cinema reflects, TIFF believes that it can help cultivate a new generation of cinema enthusiasts.

5



部 門 紹 介 ②

■ 特別招待作品 部門
日本公開前の最新作をプレミア上映する特別招待作品は、大作や話題作が揃う華やかな部門です。作品ゲストの参加も多数予
定しており、会期中に開催されるイベントを大いに盛り上げます。

■ Japan Now 部門
日本映画の今を俯瞰する今年のJapan Nowは、深田晃司監督を特集します。深田監督は、現実に生きる私たちと世界との関係
性をスクリーンと観客の関係性として表現する稀有な監督です。初期作品から最新作『本気のしるし《劇場版》』まで短編特集
を含め５作品、先の見え難い今こそ、きちんと社会と地続きの映画に接するべき時です。

■ ワールド・フォーカス 部門
世界各国・地域の映画祭出品作や話題作から日本公開が未決定の外国作品、そして海外映画祭に出品されて話題となった日本
映画も取り上げます。今年は台湾特集を実施し、昨年開始したラテンビート映画祭とのコラボレーション企画も継続します。
TIFF 開催後に多くの作品の日本公開が決定する「ワールド・フォーカス」は世界の話題作のショーケースとしての役割を果た
していきます。

■ ユース 部門（TIFF チルドレン／TIFF ティーンズ）
少年少女に映画の素晴らしさを体験してもらう部門です。「TIFFティーンズ映画教室2020」は、中学生たちがリモートで集ま
り、映画を作り、その驚くべき成果をスクリーンで発表します。「TIFFチルドレン」は小学生を対象に、サイレント映画の名作を
パフォーマンス付きでお届けします。こどもたちはもちろん、親の世代も楽しめること必至です。「TIFFティーンズ」は国際映
画祭で評価された作品の中から、若者を主人公に持ち、高校生世代に刺激を受けてもらいたい秀作を上映します。大スクリー
ンで見る映画の迫力や美しさ、そして世界の広さを楽しみながら経験することで、未来の映画ファンがここから育っていくは
ずです。

■ 日本映画クラシックス 部門
本年は国際交流基金の協力のもと、天才・山中貞雄の現存する３作品を修復。そして巨匠・稲垣浩の不朽の名作が美しく蘇りま
す。全てが日本映画史上の最高傑作と言っても過言ではない、今年の日本映画クラシックスにご期待ください。

■ ジャパニーズ・アニメーション部門
本年は、日本のアニメーション・VFXから生まれ、世界に羽ばたいたキャラクターにフォーカスします。アニメーションでは
『劇場版ポケットモンスター』、VFXでは、生誕45周年を迎えたシリーズ『秘密戦隊ゴレンジャー』を中心に、スーパー戦隊シ
リーズを特集上映。さらに＜アニメ映画の現在＞を知ることのできる特集も行います。
 
「ジャパニーズ・アニメーション」部門　プログラミング・アドバイザー

藤津亮太（ふじつ　りょうた）／アニメ評論家。1968年、静岡県生まれ。新聞記者、週刊誌編集を経て、2000年よりアニメ関係の執筆を
始める。東京工芸大学非常勤講師。主な著書に『チャンネルはいつもアニメ』（NTT出版）、『プロフェッショナル13人が語る わたしの声優
道』（河出書房新社）、『ぼくらがアニメを見る理由』（フィルムアート社）などがある。
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Koji Yakusho,  Actor

Message
I always had the impression that it was lovely actresses who served as the 
ambassadors for the Tokyo International Film Festival and thereby added 
glamour to the festivities. 

But in the midst of this pandemic-ridden time, when film festivals around the 
world have had to cancel, postpone and limit the scope of their events, the 
Tokyo International Film Festival has kindly asked me to serve as the 
ambassador for its 33rd Edition, an important role which I humbly accept, 
although I’m not sure how much glamour I can add to the festival. The overall 
impact of the pandemic on the film industry remains to be seen, but I 
nevertheless feel that this experience will be an unforgettable one. 

Throughout the years, the Tokyo International Film Festival has discovered many 
works of artistic excellence and new talent and has introduced them to Japan 
and the world. I am very honored to be able to serve as a representative of such 
a festival. 

I sincerely hope for TIFF’s continued growth as a festival that is increasingly 
esteemed by the global film world, and that continues to shine a light on works 
of artistic worth.

■ Profile
Born on January 1, 1956 in Nagasaki. In 1983, Yakusho appeared in NHK’s TV drama, "Tokugawa Ieyasu", and played the role of 
Nobunaga ODA, a charismatic warlord of the 16th century, with which he was widely noticed and obtained his popularity. Koji 
Yakusho has been the recipient of three Best Actor awards in Japan, for Masayuki Suo’s Shall We Dance?, Kohei Oguri’s Sleeping Man 
and Tatsuoki Hosono’s Shabu Gokudo, all in the same year, 1996. A multitude of films in which he has starred have been shown at 
international film festivals, including Kiyoshi Kurosawa’s Cure (’97), which earned him the Tokyo International Film Festival Best Actor 
Award, and Shohei Imamura’s The Eel (’97) which won the Palme d'Or at the Cannes Film Festival.

Other films at TIFF include Kiyoshi Kurosawa’s License to Live, which earned an Asian Film Award Special Mention at the 11th Edition, 
and Shuichi Okita’s The Woodsman and the Rain, which won the Special Jury Prize at the 24th Edition. 

In 2012, Yakusho received the Medal with Purple Ribbon from the Government of Japan. The same year, he was awarded the Cut 
Above Award for Excellence in Film from New York’s Japan Society, and a Career Achievement Award at the Hawaii International Film 
Festival. Further international acclaim includes the Nippon Honor Award at Nippon Connection in Germany and the Cinema Legend 
Award at the Singapore International Film Festival, both in 2017. 

Recent works include Hirokazu Kore-eda's The Third Murder (’17) and Kazuya Shiraishi’s The Blood of Wolves (’18), the latter of which 
earned Yakusho his third Japan Academy Prize Best Actor Award after Shall We Dance? and The Eel. In 2019, Yakusho received both the 
Best Actor and Excellence in Asian Cinema Award at the 13th Asian Film Awards, proving that he is one of the leading actors in Asia. 

Upcoming films include Miwa Nishikawa’s Under the Open Sky, slated to open domestically in February 2021 and Takashi Koizumi’s 
Touge: The Last Samurai.

Festival Ambassador

The 33rd Tokyo International Film Festival welcomes actor Koji Yakusho for the Festival Ambassador. Mr. Yakusho will appear at 
the official events as the face of the 33rd TIFF.
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役所広司　　俳優
メッセージ
これまで東京国際映画祭では、美しい女優さんたちがアンバサダーとして華やかに彩

りを添えていた印象がありました。

新型コロナウィルス蔓延によって世界中の映画祭が中止、延期、縮小を余儀なくされて

いる中、今回は少々むさ苦しい私ではありますが、第33回東京国際映画祭のアンバサ

ダーの大役を務めさせていただくことになりました。今後、コロナパニックで世界の映

画界がどうなっていくのか分かりませんが、今回の経験はきっと忘れられない記憶に

なると思います。

東京国際映画祭は、これまで多くの芸術的に優れた作品、新たな才能を発見し、国内

外に向けて発信してきました。そんな映画祭に今回スタッフの一員として参加できるこ

とを光栄に思います。

今後、益々世界の映画人に愛され、芸術的な価値ある映画を発掘していく映画祭とし

て成長していくことを心から願っています。

第33回東京国際映画祭では、フェスティバル・アンバサダーとして俳優の役所広司さんをお迎えします。第33回東京国際映画祭の「顔」とし
てご活躍頂きます。

■ プロフィール

1956年1月1日生まれ。長崎県出身。1983年、NHK大河ドラマ「徳川家康」で織田信長役を好演し、脚光を浴びる。1996年『Shall we ダン

ス？』（周防正行監督）、『眠る男』（小栗康平監督）、『シャブ極道』(細野辰興監督)の3作品で国内主演男優賞を独占。カンヌ国際映画祭パルムドー

ルを受賞した『うなぎ』(97／今村昌平監督)など、国際映画祭への出品作品も多い。

また、東京国際映画祭では、第10回において『CURE』(黒沢清監督)で主演男優賞を受賞、第11回において『ニンゲン合格』(黒沢清監督)がアジ

ア賞、第24回において『キツツキと雨 』(沖田修一監督)が審査員特別賞を受賞している。

2012年、紫綬褒章を受章。同年にはNYジャパンソサエティよりCUTABOVE賞、ハワイ国際映画祭からはキャリア功労賞を受賞。2017年に

はドイツの日本映画祭「ニッポン・コネクション」でニッポン名誉賞、シンガポール国際映画祭でもシネマ・レジェンド賞を受賞するなど、国際的に

も高い評価を受ける。

近年では『三度目の殺人』（17／是枝裕和監督）、『孤狼の血』（18／白石和彌監督）などに出演。『孤狼の血』においては、97年の『Shall we ダン

ス？』、98年の『うなぎ』に続き、３度目の日本アカデミー賞・最優秀主演男優賞受賞、また昨年の第13回アジア・フィルム・アワードにおいては最

優秀主演男優賞受賞、特別賞Excellence in Asian Cinema Awardをダブル受賞。アジアを代表する俳優の一人として活躍している。

今後の公開待機作品として、21年2月11日公開の『すばらしき世界』(西川美和監督)、また『峠 最後のサムライ』(小泉堯史監督)が控えている。

フェスティバル・アンバサダー
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TIFF 2020: Teens Meet Cinema

Student PR Team

In collaboration with Children Meet Cinema, which runs youth filmmaking and film-viewing workshops around Japan, The Tokyo 

International Film Festival conducted an online workshop for junior high school students in August and September. Serving as a 

mentor for this year’s workshop was filmmaker Sho Miyake, whose acclaimed work includes the 2018 film And Your Bird Can Sing and 

“JU-ON: Origins,” which started streaming on Netflix in July. The workshop is an interactive one led by the participating junior high 

school students themselves, as they learn to make a film together with professional filmmakers and crew. The completed film will 

have its world premiere on the big screen at the Tokyo International Film Festival.

Making Films with Junior High School Students
With filmmaking, there is no right or wrong. The team can only arrive at 
the best possible collective solution. At Teens Meet Cinema, we go by the 
following principles: a) the instructors must not intervene in the process to 
let the students think for themselves, communicate with each other, and 
arrive at their own decisions, and b) let the students learn and experience 
what filmmaking really is by meeting true professionals and observing the 
manner and demeanor of genuine seekers of cinema. The instructors 
quietly observe, encourage, and acknowledge what the students do. The 

students will also learn that both collaboration and introspection are inevitable paths in filmmaking. To experience the process 
of filmmaking during one’s junior high school years, when one is both at his/her most impressionable and also most riddled with 
angst, will firmly form their cornerstone of confidence. Teens Meet Cinema is in its fourth year, and we are seeing tangible 
results. Students who have participated in our workshops have shown much growth. Teens Meet Cinema is not only a lesson in 
filmmaking but also in career-making and communication. More than anything, it is human education that leads to immense 
growth. Etsuko Dohi, Founder, Children Meet Cinema

Four new members were selected for this year’s Student PR Team. This 

year is the 10th anniversary since the Student PR Team was organized. 

With the aim of conveying the message to the younger generation via 

college students of the same age, the team will conduct activities for the 

film festival together with 4 members selected last year.

Lead Mentor: Sho MIYAKE, Director
Sho Miyake was born in 1984 in Hokkaido and graduated from Hitotsubashi University before completing 
the Fiction Course at the Film School of Tokyo. His debut feature Playback premiered in competition at the 
2012 Locarno International Film Festival and won him directing awards in Japan. His 2018 Wild Tour was 
created with a novice cast and crew in Yamaguchi, and And Your Bird Can Sing (2018) screened in the 31st 
TIFF Japan Now section and at the 2019 Berlin International Film Festival. His latest works include Netflix’s 
original drama “Ju-On: Origins” (2020) and the video “installation July 32, Sapporo Park” (2019) co-created 
with high school students in Sapporo.
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TIFF ティーンズ映画教室 2020

学生応援団

全国各地でこどもたちを対象に、映画鑑賞・制作ワークショップを開催してきた「一般社団法人こども映画教室」と共に、2020年8月・9月

に中学生を対象にオンラインでワークショップを実施いたしました。特別講師として 2018 年に『きみの鳥はうたえる』で高い評価を得て、

今年 7 月に配信スタートした Netflix オリジナルドラマ「呪怨：呪いの家」も手掛けている三宅唱監督を迎え、プロの映画監督やスタッフ

とともに本格的な映画づくりを中学生たち主体で進め、完成作品は、その制作過程のメイキング映像と共に、東京国際映画祭の大スクリー

ンでワールドプレミア上映されます。

中学生と映画をつくるということ
映画に正解はありません。チームのみんなが最善と判断した納得解があるだけ

です。このとき、①大人が手出し口出ししない、ことで、こどもたちは否応なく自

ら考え、コミュニケーションをとり、決定していくことになります。そして、②本物

の映画人に出会う、ことで、映画づくりへの真剣なまなざしや態度から“映画観”

を体感していきます。大人のスタッフは中学生たちを見守り、励まし認めます。ま

た、映画づくりは人とかかわらずには完成させられず、また自分と向き合わずには

いられないものです。中学生という、人生においてもっとも多感で、もっとも生き

づらさを感じる年代に映画づくりを体験することは彼ら彼女らにとって大きな自信となるでしょう。この活動も4年目となり着実にその結果

を見せています。この映画教室に参加した子どもたちは大きく成長しています。この映画教室は映画づくりというキャリア教育でもあり、ま

た、コミュニケーション能力を培うものでもあり、なにより人間教育としてこどもたちの大きな成長の機会となるでしょう。

　 （一般社団法人こども映画教室代表 土肥悦子）

特別講師： 三宅唱（みやけ・しょう）監督
1984年北海道生まれ。一橋大学社会学部卒業、映画美学校フィクションコース初等科修了。主な長編映画に、山口
県の中高生らと共に制作した『ワイルドツアー』（2018）、佐藤泰志原作の映画化作品『きみの鳥はうたえる』（18）な

ど。最新作はNetflixオリジナルドラマ「呪怨：呪いの家」（20）。他に、札幌市の高校生と共同制作したビデオインスタ

レーション作品「7月32日July 32,SapporoPark」（19）などがある。

今年の学生応援団に、高倍率の難関を乗り越えた新メンバー4名が決定しまし

た。今年で記念すべき10年目。現役大学生が同世代の若者に発信していくことを

目的に、去年のメンバーと合わせて総勢8名で映画祭に向けて活動を行っていき

ます。
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Partnership with the Japan Foundation Asia Center

The FIAPF (International Federation of Film Producers Association)-accredited Tokyo International Film Festival (TIFF) promotes 
efforts to discover and support young Asian creators. The Japan Foundation Asia Center carries out cultural exchange programs to 
foster a sense of kinship and coexistence among Asian neighbors. Since 2014, these two institutions have been conducting joint 
cultural exchange initiatives through film with a focus on Asia. This year, the enormous challenges thrust upon the global film 
industry have resulted in unprecedented changes to the way in which we make and view films. In response, TIFF and the Japan 
Foundation Asia Center have created "Asia Lounge" a series of talks to encourage dialogue and more in-depth understanding 
among filmmakers throughout Asia as well as to examine new possibilities for visual culture going forward.

Diverse Cinema Capturing the Many Faces of Asia

・ The Japan Foundation and TIFF will showcase the rich and diverse culture of Asian cinema in the Tokyo Premiere 2020 and World Focus sections. 
・ As a part of the Japan Foundation Asia Center's Southeast Asian film restoration efforts, the 4K digitally restored version of Yasmin Ahmad's 

masterpiece Mukhsin (Malaysia, 2006) will be presented for the first time in the world.
・ "CROSSCUT ASIA SPECIAL," a booklet introducing the rich culture of Asian cinema will be distributed for free at the TIFF venue. 

The Japan Foundation Asia Center　▶　https://jfac.jp

 "Asia Lounge" Conversation Series
Co-presented by the Japan Foundation Asia Center & Tokyo International Film Festival
For eight days from November 1 to November 8, this program will host daily online conversations between leading film directors from various Asian countries and regions 
and their Japanese peers. The new initiative was proposed by world-renowned director Hirokazu Kore-eda, who worked with the members of the committee to organize the 
event. Although originally conceived as a physical lounge where filmmakers from around the world would enjoy free-form conversation and exchange, this year's event will 
be held online, inviting a variety of high-profile guest speakers to discuss a myriad of topics. (Interpretation will be provided.) These filmmakers will share the directions 
they will take as a result of the limits imposed on international travel by the current circumstances, and their thoughts about the drastic changes the coronavirus pandemic 
has made to film production, film exhibition, discussion, and collaboration. Talks will be streamed live, and viewers from all over the world can ask questions.

■Apichatpong Weerasethakul, Katsuya Tomita, and Toranosuke Aizawa
Guests:

Apichatpong Weerasethakul 
Filmmaker 

B o r n  i n  1 9 7 0  i n  B a n g k o k ,  
Apichatpong Weerasethakul grew up 
in  K h o n K a e n  in  n o r t h - ea s t e r n  
Thailand. He began making film and 
video shorts in 1994, and completed 
his first feature in 2000. He has also 
p r e s e n t e d  e x h i b i t i o n s  a n d  
installations in many countries since 
1998. Of ten non-linear and with a 
strong sense of dislocation, his works 
deal with memory, subtly addressed 
personal politics and social issues. 
His ar t projects and feature films 
have won widespread recognition and 
numerous festival prizes, including 
two (the Special Jury Prize, and Palme 

d’Or) at the Cannes Film Festival. In 2016, a retrospective of his 
films was presented at Tate Modern, London. His on-going 
project includes Fever Room, a projection performance about 
displaced consciousness, presented at major art festivals around 
the world. His latest film in 2020, Memoria, is set in Colombia and 
features actress Tilda Swinton. Apichatpong lives in Chiang Mai, 
Thailand.

Toranosuke Aizawa 
Director / Screenwriter 

B o r n  i n  1 9 74  i n  
Saitama, Toranosuke 
A i z a w a  w a s  a  
member of Waseda 
University's Cinema 
C i r c l e  b e f o r e  h e  
j o i n e d  t h e  
p roduc t ion group 
K u z o k u .  A i z a w a  
c o - w r o t e  O f f  
Highway 20 (2007), 
S a u d a d e  ( 2 0 1 1 ) ,  
C h i a n g  R a i  G i r l  
( 2 0 1 2 ) ,  B a n g k o k  
Ni tes  ( 2016) ,  and 
Tenzo  ( 2019) wi th 

Katsuya Tomita. His directorial works include 
Baby lon 2 -THE OZ AWA-  ( 2012) .  A izawa’s 
screenplay for The Chrysanthemum and the 
Guillotine (2018), co-written with filmmaker 
Takahisa Zeze, was awarded the Kinema Junpo 
Award for Best Screenplay.

© Laurent Champoussin

Katsuya Tomita 
Director 

Born in 1972 in Yamanashi. 
Together with filmmaker 
a n d  s c r e e n w r i t e r  
T o r a n o s u k e  A i z a w a ,  
Katsuya Tomita founded 
K u z o k u ,  a  p r o d u c t i o n  
group t ha t  "makes and 
shows films the way we 
want to”. His most notable 
works include Off Highway 
2 0  ( 2 0 0 7 ) ,  a b o u t  t h e  
d e a d - e n d  l i v e s  o f  t h e  
youth living in rural Japan, 
and Saudade (2011), which 
portrays the decline of the 
Japanese economy through 

blue-collar laborers, migrants, and a local hip-hop 
community. Shot during extended stays in Thailand 
and Laos, his film Bangkok Nites (2016) traces the 
legacies of the 20th-century conflicts that plagued 
the Indochinese Peninsula, in the process holding a 
mirror up to contemporary Japan.

■Huang Xi and Hirokazu Kore-eda

Huang Xi 
Writer / Director 
Born in 1975 in Taipei, Huang Xi graduated 
from New York University’s Tisch School of 
the Arts. Returning to Taiwan from New York 
in 2001, Huang joined Sino Movie.  Worked as 
a produc t ion assis t ant on many of Hou 
Hsiao-Hsien's early classic TV commercials 
and the film Goodbye South, Goodbye (1996) . 
Later worked as an assistant director on Hou's 
The Assassin (2015) . Huang’s direc torial 
f ea tu re debu t ,  Miss ing J ohnny  ( 2017 )  ,  
r ece ived many aw ards f rom majo r fi l m 
festivals, including the Taipei Film Festival 
and Taipei Golden Horse Film Festival.

Hirokazu Kore-eda  
Director / Writer / Editor  
Born in 1962 in Tokyo. After graduating from Waseda University in 1987, 
Kore-eda joined TV Man Union, where he directed several prize-winning 
documentaries. In 2014, he launched his production company, BUN-BUKU. 
His debut feature, Maborosi (1995), was selected for the Venice International 
Film Festival. Kore-eda went on to receive seven nominations at the Cannes 
Film Festival, with Nobody Knows (2004) making 14-year-old Yuya Yagira the 
youngest winner of the Best Actor Award in Cannes history, Like Father, Like 
Son (2013) winning the Jury Prize, and Shoplifters (2018) capturing the Palme 
d'Or as well as an Academy Award nomination for Best Foreign Language 
Film. His first feature shot outside Japan, The Truth (2019), with French film 
legends Catherine Deneuve and Juliette Binoche, was selected as the 
opening film at Venice. His latest feature will be his first Korean film, Baby, 
Box, Broker (working title), to be shot next year.

The above and other talk sessions are currently planned. Further details, including the full lineup and instructions on 
how to sign up for the sessions, will be announced in mid-October.

Photo by Sean Wang Photo by Takahiro Yamaguchi
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国際交流基金アジアセンターとの取り組み

国際映画製作者連盟公認の映画祭として、日本を含む、アジアを中心とした若手クリエイターの発掘と支援を推進する「東京国際映画祭」。アジアに生き
る隣人としての共感、共生の意識を育むことをミッションに、日本と東南アジアを中心に様々な文化交流事業を展開する「国際交流基金アジアセン
ター」。このふたつの機関は２０１４年からアジアに焦点をあてた映画交流の取り組みを続けて参りました。しかし本年、映画をめぐる環境は世界規模で
大きな困難に直面しています。映画を作る形、映画を観る形は今までにない変化を求められてゆくことでしょう。このような中で、東京国際映画祭と国
際交流基金アジアセンターは、アジアの映画人が対話により相互の理解と絆を深め、これからの映像文化を考察するための新たな試みとして、トークシ
リーズ「アジア交流ラウンジ」を開催します。また、アジア映画の秀作を多数上映し、アジアの多様な魅力を伝えます。

アジアの魅力を伝える多様な映画作品の上映

・「TOKYOプレミア2020」部門、「ワールド・フォーカス」部門で魅力あふれるアジアの映画を多数上映し、アジアの多様で豊かな映画文化を紹介。
・国際交流基金アジアセンターが手がける東南アジア映画修復事業の一環として、ヤスミン・アフマド監督（マレーシア）の名作『ムクシン』（06）を
  4Kデジタル修復し、世界初上映。
・アジア映画とその背景にある豊かな文化の魅力を紹介する特別冊子「CROSSCUT ASIA SPECIAL」を東京国際映画祭会場で無料配布。

国際交流基金アジアセンターWebsite　▶　https://jfac.jp

国際交流基金アジアセンター × 東京国際映画祭 co-present
トークシリーズ「アジア交流ラウンジ」

11月１日から８日までの８日間、日比谷の特設会場から、アジア各国・地域を代表する映画監督と、第一線で活躍する日本の映画人とのオンライン・
トークを毎日発信します。今回の新たな取り組みは、世界的に活躍する是枝裕和監督が発案し、検討会議メンバーと共に企画。当初は、各国の映画人が
自由に交流できるリアルなラウンジを構想していましたが、今年はオンライン形式となり、豪華ゲストが様々なテーマでトークを展開します（通訳あ
り）。国を越えた人の移動が制限され、映画の製作、上映、そして映画人同士の交流や協働のあり方が従来と全く異なる状況にある中、アジアの映画人た
ちは今、何を思うのか、何処を目指すのかを語り合います。またライブ配信の特性を活かし、世界中からの質問も受け付けます。

■アピチャッポン・ウィーラセタクン × 富田克也・相澤虎之助
登壇者：

アピチャッポン・ウィーラセタクン  映画監督  
1970年バンコク生まれ。タイ東北部コンケー
ンで育つ。1994年、映画・映像制作を始める。
2000年、自身初の長編作品を完成。また
1998年以来、世界各国で展覧会やインスタ
レーションを展開。しばしば非直線的で、転位
の強い感覚を伴う作品は、記憶、個人レベルの
ポリティクス、社会的な問題を密やかな形で扱
う。数々のアートプロジェクトや劇映画は、カン
ヌ国際映画祭（審査員賞、パルムドール）をはじ
めとする芸術賞を多数受賞。2016年、テート・
モダン（ロンドン）にて映画作品の回顧展。ま

た、変位された意識に関するプロジェクション・パフォーマンス『フィー
バー・ルーム』は世界中の主要芸術祭で上演され続けている。最新の映画
作品『メモリア』（20）はコロンビアを舞台にイギリスの女優ティルダ・ス
ウィントンを主演に迎える。タイ・チェンマイ在住。

相澤虎之助  映画監督・脚本家 
1974年埼玉県生
まれ。早稲田大学シ
ネマ研究会を経て
空族に参加。『国道
20号線』（07）『サ
ウダーヂ』（ 11）
『チェンライの娘』
（12）『バンコクナイ
ツ』（ 16 ）『 典 座
-TENZO-』（19）な
ど富田克也監督作

品の共同脚本を務めている。監督作に、『バビロン
２ -THE OZAWA-』（12）など。瀬々敬久監督と
共同脚本を務めた『菊とギロチン』（18）で、キネ
マ旬報ベスト・テン日本映画脚本賞を受賞。

■ホアン・シー × 是枝裕和

ホアン・シー  映画監督・脚本家 
1975年台北生まれ。ニューヨーク大学ティッ
シュ・スクール・オブ・アーツ卒業。2001年に台
湾へ戻り、「三視多媒體」に入社。ホウ・シャオ
シェン監督初期TVCMの数々の名作や『憂鬱
な楽園』（96）でプロダクション・アシスタント
を、同監督による『黒衣の刺客』（15）で助監督
を務める。『台北暮色』（17）で監督デビューを
果たす。同作品は台北映画祭、台北金馬映画祭
ほか各国映画祭での受賞多数。

是枝裕和  映画監督
1962年東京生まれ。1987年早稲田大学第一文学部卒業後、テレビマン
ユニオンに参加し、主にドキュメンタリー番組を演出。2014年に独立し、
制作者集団「分福」を立ち上げる。主な監督作品に、『誰も知らない』（04/カ
ンヌ国際映画祭最優秀男優賞）、『そして父になる』（13/カンヌ国際映画祭
審査員賞）、『万引き家族』（18/カンヌ国際映画祭パルムドール、第91回ア
カデミー賞外国語映画賞ノミネート）、日仏合作『真実』（19/ヴェネチア国
際映画祭オープニング作品）。次回作は、自身初となる韓国映画『ブロー
カー』（仮）（ソン・ガンホ、カン・ドンウォン、ぺ・ドゥナ出演、2021年撮影予
定）。

ほか多数。全トークのラインナップや視聴申込方法など詳細は、10月中旬頃に発表します。
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富田克也  映画監督
1972年山梨県生まれ。
脚本家・映画監督の相澤
虎之助らとともに映像
制作集団・空族（くぞく）
を立ち上げ、「作りたい
映画を勝手に作り、勝手
に上映する」をモットー
に活動。代表作に郊外都
市の荒んだ若者を描い
た『国道20号線』（07）、
寂れゆく日本経済を背

景に、肉体労働者、移民、そしてヒップホップで奏で
る『サウダーヂ』（11）。またタイおよびラオスにて長
期滞在制作を行った『バンコクナイツ』（16）では、
20世紀のインドシナ半島での戦争の傷跡をトレー
スしつつ、複層的な物語構成によって、東南アジア
から現代日本を逆照射した。

Photo by Sean Wang

© Laurent Champoussin

Photo by Takahiro Yamaguchi

Photo Courtesy of Taipei 
Golden Horse Film Festival 
Executive Committee



  

 

Additional Information 

 

 
 

In addition to the talk sessions on p. 8, three more sessions are confirmed for the “Asia Lounge” Conversation Series, 

co-presented by the Japan Foundation Asia Center and Tokyo International Film Festival. 

Guests: 

■Jia Zhang-Ke & Kiyoshi Kurosawa                                                                                    

Jia Zhang-Ke  Director / Producer / Writer  Kiyoshi Kurosawa  Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■Kim Bora & Ai Hashimoto                                                                

Kim Bora      Filmmaker 
 

Ai Hashimoto  Actress 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■Rithy Panh & Yoshishige (Kijū) Yoshida                                                                      

Rithy Panh    Filmmaker / Writer / Producer 
 

Yoshishige (Kijū) Yoshida  Director 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DR Bophana Center 

Photo courtesy of Xstream Pictures 

Born in 1970 in Fenyang, Shanxi. Jia graduated 

from Beijing Film Academy. His first feature film, 

Xiao Wu (1998), received the Wolfgang Staudte 

Prize and the NETPAC Award at Berlinale, followed 

by the New Currents Award from the Busan 

International Film Festival and the Golden 

Montgolfiere from the Nantes Three Continents 

Festival. In 2006, Still Life, a feature film depicting 

human drama set in the backdrop of the Three 

Gorges Dam, won the Golden Lion in the Venice 

International Film Festival. His other works include 

Platform (2000), Unknown Pleasures (2002), The 

World (2004), 24 City (2008), I Wish I Knew 

(2010), Mountains May Depart (2015), Ash Is 

Purest White (2018), and Swimming Out Till the 

Sea Turns Blue (2020). 

Born in 1955 in Kobe. After graduating from Rikkyo 

University, where he began creating 8 mm films, 

Kiyoshi Kurosawa made his commercial directorial 

debut in 1983. He first achieved international 

acclaim with Cure (1997). His film Pulse (2001) 

received the FIPRESCI Award at the Cannes Film 

Festival and Bright Future (2002) competed for the 

Palme d’Or. Two subsequent films won awards in 

the Un Certain Regard section at Cannes: the 2008 

Tokyo Sonata (Jury Prize) and 2014 Journey to the 

Shore (Best Director). In 2016, he directed his first 

French film, Daguerrotype. His latest work is Wife 

of a Spy (2020), for which he won the Silver Lion 

at the 77th Venice International Film Festival. 

Born in 1981 in Seoul. After graduating from 

Dongguk University with a degree in film, Kim Bora 

left for New York and received an MFA in film 

directing from Columbia University. Her short film 

The Recorder Exam (2011) won numerous awards 

including the Best Student Filmmaker Award from 

The Directors Guild of America. Her debut feature 

House of Hummingbird (2018) premiered at the 

Busan International Film Festival, where it won the 

NETPAC Award and the KNN Audience Award. The 

film went on to collect more than 50 awards, 

including the Grand Prix of the Generation 14plus 

at Berlinale and a Blue Dragon award —Korea’s 

equivalent of an Oscar. 

 

Born in 1991 in Kumamoto. Ai Hashimoto garnered 

attention for her acting debut in Confessions 

(2010; dir. Tetsuya Nakashima). She starred in The 

Kirishima Thing (2012; dir. Daihachi Yoshida) for 

which she won the Kinema Junpo Award for Best 

New Actress and the Japan Academy Prize for 

Newcomer of the Year. She was also awarded an 

Elan d'or Award for her supporting role in the NHK 

morning drama series Ama-chan (2013). 

Hashimoto made her first overseas appearance at 

Berlinale in 2015 with the two films, Little Forest 

(2014; dir. Junichi Mori) and Wonderful World End 

(2015; dir. Daigo Matsui). She is active in various 

fields, ranging from TV drama to anime to theater. 

In 2021, she will star in the NHK historical drama 

series, Seiten wo Tsuke. 

 

Born in 1964 in Phnom Penh. Rithy Panh graduated 

from the Institut des Hautes Études 

Cinématographiques (IDHEC) in Paris. He has 

directed numerous internationally-acclaimed 

documentaries and feature films that focus 

primarily on the genocide committed by the Khmer 

Rouge, including the influential S21: The Khmer 

Rouge Death Machine (2003). The Missing Picture 

(2013) won the Grand Prix in the Un Certain 

Regard section at the Cannes Film Festival. His 

latest work Irradiated (2020) received the 

Berlinale Documentary Award. He is also a 

principal founder of the Bophana Audiovisual 

Resource Center and the Cambodian Film 

Commission. 

Born in 1933 in Fukui. After graduating from the 

Department of French Literature, Tokyo University in 

1955, Yoshishige Yoshida entered the Shochiku 

Studio, working as an assistant director for Keisuke 

Kinoshita. Yoshida made his directorial debut with 

Good for Nothing (1960), and as a leader of 

“Shochiku Nouvelle Vague,” he directed such films as 

Akitsu Springs (1962) starring Mariko Okada, who 

later became his wife. In 1966, Yoshida established 

his own production company, where he directed 

numerous feature films and documentaries, 

including Eros + Massacre (1969) and Coup d’État 

(1973). His film Women in the Mirror (2002) was 

screened out of competition at the Cannes Film 

Festival. In 2008, a retrospective of his work was 

presented at the Centre Pompidou in Paris. In 2020, 

Yoshida published a historical novel inspired by the 

life of Rudolf Hess, Deputy Führer to Adolf Hitler. 

Many more sessions are currently planned. Further details, including the full lineup and instructions on how to 

sign up for the sessions, will be announced in mid-October. 

 

http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Manifs.nsf/0/8B42FA2B6E3F512DC12573E2004D5C06?OpenDocument


 

 

追加配付資料 

 

 

 

国際交流基金アジアセンター×東京国際映画祭 co-present トークシリーズ「アジア交流ラウンジ」（配布資料 8 頁）に、

以下のトークセッションが追加決定しました。 

 

登壇者： 

■ジャ・ジャンクー × 黒沢清                                                                                    

ジャ・ジャンクー   映画監督・プロデューサー・脚本家 

1970 年山西省汾陽生まれ。北京電影学院卒業。

卒業制作の『一瞬の夢』（98）はベルリン国際映画

祭で新人監督賞・NETPAC 賞を受賞。釜山国際映

画祭、ナント三大陸映画祭ではグランプリを獲得。

2006 年、三峡ダムに水没する古都・奉節を舞台に

『長江哀歌』を製作。第 63 回ヴェネチア国際映画祭

で金獅子賞受賞。その他、主な作品に『プラットホー

ム』（00）『青の稲妻』（02）『世界』（04）『四

川のうた』（08）『海上伝奇』（10）『山河ノスタル

ジア』（15）『帰れない二人』（18）『海が青くなる

まで泳ぐ』（20）など。 

    

黒沢清         映画監督 
1955 年神戸市生まれ。立教大学在学中より８ミ

リ映画を撮り始め、1983 年商業映画デビュー。

『CURE』（97）で世界的に注目される。『回路』

（01）はカンヌ国際映画祭で国際批評家連盟賞

を受賞、『アカルイミライ』（02）は同映画祭コンペ

ティション部門に出品された。その後も『トウキョウソナ

タ』（08）で同映画祭「ある視点」部門審査員賞、

『岸辺の旅』（14）では監督賞を受賞。初のフラン

ス映画『ダゲレオタイプの女』（16）などがある。最

新作は第 77 回ヴェネチア国際映画祭で銀獅子賞

を受賞した『スパイの妻』（20）。 

 

■キム・ボラ × 橋本愛                                                                      

キム・ボラ       映画監督                          
1981 年ソウル生まれ。東国大学映画映像学科卒

業、コロンビア大学大学院映画学科修了。短編『リコ

ーダーのテスト』（11）は全米監督協会の最優秀学

生作品賞をはじめ受賞多数、注目を集める。長編デ

ビュー作『はちどり』（18）は釜山国際映画祭

NETPAC 賞・観客賞を受賞。その後、同作品はベル

リン国際映画祭（ジェネレーション 14 プラス部門）審

査員大賞、韓国版オスカー「青龍映画賞」最優秀脚

本賞など、世界中の主要映画祭で 50 を超える賞を

獲得した。 

 

橋本愛        女優 

■リティ・パン × 吉田喜重                                                                         

リティ・パン       映画監督・作家・プロデューサー 
1964 年プノンペン生まれ。高等映画学院（パリ）

卒業。『S21：クメール・ルージュの虐殺者たち』（03）

をはじめ、クメール・ルージュによる大量虐殺に焦点を

当てた作品を中心に、数々のドキュメンタリーおよび劇

映画を製作、国際的に高い評価を得ている。『消え

た画 クメール・ルージュの真実』（13）はカンヌ国際

映画祭「ある視点」部門でグランプリ受賞。最新作

『照射されたものたち』（20）はベルリン国際映画祭

ドキュメンタリー賞を受賞。ボパナ視聴覚リソースセンタ

ーおよびカンボジア・フィルム・コミッションを設立、カンボ

ジアの映像分野の牽引役として精力的に活動してい

る。 

吉田喜重       映画監督 
 

 

DR Bophana Center 

Photo courtesy of Xstream Pictures 

1991 年熊本県生まれ。映画『告白』（10/中島

哲也監督）に出演し、注目を集める。『桐島、部活

やめるってよ』（12/吉田大八監督）でキネマ旬報

ベスト・テン新人女優賞、日本アカデミー賞新人俳

優賞などを受賞。NHK 連続テレビ小説『あまちゃん』

（13）でエランドール賞新人賞を受賞。2015 年、

主演 2 作品『リトル・フォレスト』（14/森淳一監

督）『ワンダフルワールドエンド』（15/松居大悟監

督）にてベルリン国際映画祭に初参加。映画のみ

ならず、テレビドラマやアニメ、演劇など多方面で活躍

中。2021 年の NHK 大河ドラマ『青天を衝け』に出

演予定。 

  

1933 年福井市生まれ。1955 年、東京大学文学

部仏文学科卒業後、松竹に入社。木下惠介などの

助監督を経て、『ろくでなし』（60）で監督デビュー

を果たす。後に妻となる岡田茉莉子主演『秋津温

泉』（62）をはじめ、松竹ヌーベルバーグの旗手とし

て活躍。1966 年、現代映画社を設立。『エロス＋

虐殺』（69）『戒厳令』（73）など、現在に至るま

で数多くの映画作品およびドキュメンタリーを製作。

『鏡の女たち』（02）はカンヌ国際映画祭の公式招

待作品として上映された。2008 年、ポンピドゥー・セ

ンター（パリ）で大規模回顧上映が行われた。

2020 年、歴史長編小説『贖罪 ナチス副総統ルド

ルフ・ヘスの戦争』を上梓。  

ほか多数。全トークのラインナップや視聴申込方法など詳細は、１０月中旬頃に発表します。 

 



Distributors/Publicists in Japan-1

Tokyo 
Premiere 

2020

Underdog　＜ Opening Film＞
TOEI CO., LTD.
Shiori Takata, Shujiro Fujioka, Daichi Yashiki
Tel: +81 3 3535 7621 | Email: international@toei.co.jp

Company Retreat ARTicle Films | Emi Ueyama
Tel: +81-90-6665-1129 | Email: emi@articlefilms.com

Eternally Younger Than Those Idiots Hakuhodo DY music & pictures Inc. | Atsumi Shibata
Tel: +81 3 6441 9696 | Email: isales@hakuhodody-map.jp

First Job Suipon | Email: hatsu.shigoto@gmail.com

Hold Me Back TIFF Promotion Group

Malu Elephant House Co.,Ltd. | Masaki Murakami
Tel: +81 3 6452 8765 | Email:  info@zounoie.com

Mr. Suzuki -A Man In God’s Country- moso-production | Omoi Sasaki
Email: omoisasaki@gmail.com

Sasaki in My Mind TIFF Promotion Group

Slate RIGHTS CUBE Inc. | Yuta Takahashi 
Tel: +81 3 6456 2021 | E-mail: takahashi@rightscube.co.jp

ZOKKI Nagoya Broading Network Co.,Ltd. | Ayako Ito
Email: aito@nbn.co.jp

Special 
Screenings

Hokusai　＜ Closing Film＞ S・D・P
Email: hokusai_sales@stardustpictures.co.jp

Waiting for Anya 13 Films, LLC. 
Tel:  +1 310 358 3026 | Email: sales@13films.net

Aristocrats
ColorBird Inc. | Yasushi Miyamae, Wataru Uno
Tel: +81 3 6451 2885 / Mobile: +81 90 5974 7250
Email: ymiyamae@colorbird.co.jp / uno@colorbird.co.jp

Abe PONY CANYON INC. | Tohko Nishimuro
Tel: +81 90 9847 7248 | Email: tnishimuro@ponycanyon.co.jp

Ora, Ora Be Goin' Alone
ASMIK ACE, INC. 
Mai Kato, Kaoru Akasaki, Miho Takahashi 
Tel: +81 3 6365 8086 | Email: intl@asmik-ace.co.jp

Runway KADOKAWA CORPORATION 
Email: vb-eigasenden-info@ml.kadokawa.jp 

It's a Summer Film PHNTOM FILM Co.Ltd. | Rie Hatano        
Tel: +81 3 6276 4035 | Email: kokusai@phantom-film.com        

One in a Hundred Thousand PONY CANYON INC. | Akira Yamashita
Tel: +81 70 1388 4504 | Email: elvis@ponycanyon.co.jp

Josee, the Tiger and the Fish

＜ Asia＞ Etsuko FURUTSUKI   
KADOKAWA CORPORATION | International Sales and Co-
Production     
＜ Outside Asia＞ Shochiku Co., Ltd. | Shion Komatsu 
Tel: +81 3 6260 4431(Direct)
E-Mail: shion_komatsu@shochiku.co.jp

Flight on the Water SYNCA Creations Inc. | Soojun Bae
Tel: +81 3 6434 1524 | Email: soojun@synca.jp

Skylin3s REGENTS | Ryo Kojitani | Email: kojitani@regents-tokyo.com

Nomadland

[Print|TV] Maison | Noshita     
Tel: +81 3 5452 2044 | Email: hn1234@za5.so-net.ne.jp
[Online] Gaie | Takahashi, Kubo        
Tel: +81 3 5210 7141 | Email: pub@gaie.jp

Food Luck Shochiku Co., Ltd.
Tel:+81 3 5550 1623 | Email: ibd@shochiku.co.jp

Peninsula GAGA Corporation | Tel: +81 50 3537 6016

Looking for Magical Doremi TOEI ANIMATION CO., LTD | Email: english-mail@toei-anim.co.jp

Missing Link GAGA Corporation | Tel: +81 50 3537 6016

Portrait of a Lady on Fire GAGA Corporation | Tel: +81 50 3537 6016

Section Title / Program Contact
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Distributors/Publicists in Japan-2

Special 
Program

Tracing Her Shadow Aiko Yoshioka
Tel: +1 512 772 6351 | Email: aikosama@gmail.com

Remi, Nobody's Boy TOHOKUSHINSHA | Takako Kitamaru
Tel: +81 3 5414 0292 | Email: kokusai@tfc.co.jp

World Focus Along the sea Asian Shadows | Tel: +852 8197 1297
Email: contact@chineseshadows.com

Japan Now 
The Artisty of 
Koji Fukada

The Real Thing Nagoya Braodcasting Network Co., Ltd.
Tel: +81 3 3574 6169 | Email: ykato@nbn.co.jp

A Girl Missing KADOKAWA CORPORATION
Tel: +81 50 1746 1220 | Email: furutsuki-e@kadokawa.jp

Harmonium MK2 (France) | Tel:+33 1 44 67 30 30

Human Comedy in Tokyo TOKYO GARAGE Co., Ltd. | Email: koji.fukada80@gmail.com

Koji Fukada's "Short Film Collection" TIFF Promotion Group

Japanese 
Animation

All title in the program 
“ The World of Pokémon the Movie ”

TOHO CO., LTD. |  Morita, Publicity Dept.
Tel: +81 3 3591 3511

All title in the program
“ 45th Anniversary of Gorenger: 
The History of Super Sentai Series ”

TOEI COMPANY, LTD.
International Sales | Naoki Shinozaki / 篠崎直樹
Tel: +81 3 3535 7621 | Email: nao_shinozaki@toei.co.jp

“ The Landscape 
of Animated Films in 
2020 ”

Words Bubble Up Like 
Soda Pop

Hakuhodo DY music & pictures Inc. | Atsumi Shibata        
Tel: +81 3 6441 9696 | Email: isales@hakuhodody-map.jp

Seven Days War
KADOKAWA CORPORATION |  Etsuko Furutsuki
International Sales and Co-Production
Tel: +81 50 1746 1220 | Email: furutsuki-e@kadokawa.jp

Violet Evergarden: The 
Movie

ABC Animation, INC. Producer | AILIAN CAI 
TEL: +81 3 6402 4347 | ailian@abc-anime.co.jp

“ Cute Little Friends ”

Sushi Sumo KING RECORD CO., LTD. | Yoshihisa Yamashita, Kenta Tsuchida        
Tel: +81 3 3945 2122 | Email: licensing@kingrecords.co.jp

Sumikkogurashi: Good to 
Be in the Corner

ASMIK ACE, INC. | Mai Kato, Kaoru Akasaki, Miho Takahashi        
Tel: +81 3 6365 8086 | Email: intl@asmik-ace.co.jp

Japanese
Classics

Tange Sazen and the Pot Worth a Million Ryo [4K 
digitally restored: the longest version]

Nikkatsu Corporatio | Mami Furukawa        
Tel: +81 3 5689 1014 | Email: international@nikkatsu.co.jp

Priest of Darkness [4K Digitally Restored Version]

Humanity and Paper Balloons [4K Digitslly Restored 
Version]

TOHO CO., LTD. | TAKEDA Akihiro, Nakagawa  Eri
Tel: +81 3 3591 3530 | Email: tohointl@toho.co.jp  

The Rickshaw Man [4K Digitally Restored Version]
KADOKAWA CORPORATION
Tel: +81 50 1746 1237 | Email:  itsukage-m@kadokawa.jp

WHEELS OF FATE: The Story of The Rickshaw Man

Section Title / Program Contact
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TOKYO
プレミア
2020

アンダードッグ　　　　　　＜オープニング作品＞　

＜紙・電波媒体＞ ブラウニー｜大島・小柳・山本・弘瀬・橋本・山下
Tel: 03-3351-1538 ｜ Email: info@eigapub.com
＜宣伝・WEB 媒体＞ gaie ｜皆木・橘川・白石
Tel: 03-6823-6000 ｜ Email: minagi_r@gaie.jp, kitsukawa_y@
gaie.jp   

ある職場 ARTicle Films ｜植山英美
Tel: 090-6665-1129 ｜ Email: emi@articlefilms.com

君は永遠にそいつらより若い 株式会社 Atemo ｜和田有啓
Tel: 090-5827-0190 ｜ Email: wada@atemo.co.jp

初仕事 水ポン｜ Email: hatsu.shigoto@gmail.com

私をくいとめて

＜紙・電波媒体＞星貴子
Tel:090-6120-8733 ｜ Email:atk.hoshi@gmail.com
＜ WEB ＞株式会社フラッグ｜山際なぎさ、河村莉奈
Tel:080-9048-3603 Email:n.yamagiwa@flag-pictures.co.jp
Tel:070-4560-3572 Email:r.kawamura@flag-pictures.co.jp

Malu 夢路 株式会社エレファントハウス｜村上正樹
Tel：03-6452-8765（代表）｜ Email: info@zounoie.com

鈴木さん 妄想プロダクション｜佐々木想
E-mail: omoisasaki@gmail.com

佐々木、イン、マイマイン 平井 万里子
Tel: 090-8033-9413 ｜ Email: marikohirai1129@gmail.com

スレート 株式会社ライツキューブ｜高橋勇太  
Tel: 03-6456-2021 ｜ E-mail：takahashi@rightscube.co.jp

ゾッキ 株式会社ガイエ｜橘川八千穂
Tel: 03-6823-6000 ｜ Email: kitsukawa_y@gaie.jp

特別
招待作品

HOKUSAI　　　　　　　　＜クロージング作品＞
S.D.P ｜大塩・藤井｜ Tel: 03-5459-7171
Email: ohshio@stardustpictures.co.jp ｜
fujii@stardustpictures.co.jp

アーニャは、きっと来る
＜紙・電波＞平井直子｜ Tel: 090-2670-5866
Email: hirainaoko0224@gmail.com
＜紙・電波・WEB ＞山口慎平｜ Tel: 090-4604-7709
Email: york29yamaguchi@gmail.com

あのこは貴族 アニープラネット｜栗林 
Tel: 03-3549-1266 ｜ Email: press@annieplanet.co.jp 

エイブのキッチンストーリー スキップ｜加勢恵理子｜ Tel: 03-3437-3025
Email: kase@skip-skip.co.jp

おらおらでひとりいぐも 樂舎｜山本麻実｜ Email: 03-5457-2238 
Email: desk@rakusha.co.jp

滑走路 樂舎｜播磨・伊藤・楽満・山崎・渡辺 
Tel: 03-5457-2238 ｜ Email: desk@rakusha.co.jp

サマーフィルムにのって 株式会社ファントム・フィルム 
Tel: 03 6276 4035 |Email: senden@phantom-film.com 

10 万分の 1
株式会社マンハッタンピープル｜三原知之 
Tel: 070-6439-3719
Email: t-mihara@manhattanpeople.co.jp

ジョゼと虎と魚たち
株式会社マンハッタンピープル｜三原知之 
Tel: 03-6215-6220
Email: joseetora@manhattanpeople.co.jp

水上のフライト
＜紙・WEB ＞ブラウニー（山本・弘瀬・橋本・山下 )
Tel:03-3351-1538 ｜ Email: yamashitabrownie@gmail.com
＜電波＞本谷智子
Tel: 090-2739-5209 ｜ Email: tomoko.motoya@gmail.com 

スカイライン - 逆襲 - REGENTS ｜麹谷燎｜ Email: kojitani@regents-tokyo.com

ノマドランド
＜紙・電波＞メゾン合同会社｜野下
Tel: 03 5452 2044 ｜ Email: hn1234@zc5.so-net.ne.jp
＜ WEB ＞ガイエ｜髙橋・久保
Tel: 03 5210 7141 ｜ Email:  pub@gaie.jp

フード・ラック！食運 株式会社　ポイント・セット｜長友、仙波        
Tel: 03-6264-3261 ｜ Email: info@pointset.co.jp

Peninsula（英題） ギャガ株式会社　宣伝部 | Tel: 050-3537-6016

魔女見習いをさがして 東映株式会社｜映画宣伝部｜土屋・櫻井
Tel: 03-3535-7193 ｜ Email: mas_tsuchiya@toei.co.jp

ミッシング・リンク 英国紳士と秘密の相棒
< 紙・電波 > ELECTRO89 ｜ Tel： 03 6279 9696
<WEB> GHOST ｜志村
Tel： 080 3557 9782 ｜ Email: aika.s@ghost.net

燃ゆる女の肖像
＜紙・電波＞ クレストインターナショナル（鏑木・村田）
TEL：03-3589-3176
＜ WEB ＞ 杉村征子｜ Tel: 080-5042-9880
Email: sabu.tsubu@gmail.com

部門名 作品名・プログラム名 パブリシティお問い合わせ

パブリシティ窓口一覧 ①
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パブリシティ窓口一覧 ②

特別上映
再会の奈良 株式会社ラビット・ハウス｜増田英明

Tel: 090-7710-9098 ｜ Email: masuda@usaginoie.jp

家なき子　希望の歌声 ミラクルヴォイス｜高木・長村・伊藤 
TEL: 03-6416-3681 ｜ Email: info@miraclevoice.co.jp

ワールド・
フォーカス 海辺の彼女たち E.x.N K.K. ｜ info@exnkk.com

Japan Now
気鋭の表現者

深田晃司

本気のしるし《劇場版》 株式会社ラビット・ハウス｜増田英明
Tel: 090-7710-9098 ｜ Email: masuda@usaginoie.jp  

よこがお
株式会社 KADOKAWA        
映像事業局 編成部 映画宣伝課　中島まり恵        
Tel: 090-6021-4663 ｜ Email: nakajima-mar@kadokawa.jp

淵に立つ 株式会社エレファントハウス｜村上正樹
Tel：03-6452-8765（代表）｜ Email:  info@zounoie.com

東京人間喜劇 株式会社 TOKYO GARAGE ｜深田晃司        
Tel: 070-6654-5739 ｜ Email: koji.fukada80@gmail.com

深田晃司＜短編プログラム＞ TIFF プロモーショングループ

ジャパニーズ・
アニメーション

＜『劇場版ポケットモンスター』の世界＞（全作品） 東宝株式会社｜宣伝部｜ Tel: 03-3591-3511

＜『秘密戦隊ゴレンジャー』生誕 45 周年記念　
スーパー戦隊シリーズの歩み＞　（全作品）

東映株式会社　映画営業部｜井上めぐみ
03-3535-7704 ｜ meg_inoue@toei.co.jp

＜ 2020 年、アニメ
映画が描く風景＞

サイダーのように言葉が
湧き上がる

ミラクルヴォイス｜伊藤・長村・高木        
Tel: 03-6416-3681 ｜ Email: info@miraclevoice.co.jp

ぼくらの７日間戦争 株式会社 KADOKAWA ｜福田順　        
Tel: 050-1746-1256 ｜ Email: fukuda-j@kadokawa.jp

劇場版 ヴァイオレット・
エヴァーガーデン

松竹株式会社｜長田まり子｜ Tel: 03-5550-1666
Email: mariko_osada@shochiku.co.jp

＜かわいいともだち＞

どすこい すしずもう
キングレコード株式会社｜大原真由美・伊藤夏子
Tel: 03-3945-2122 ｜ Email:mayumi-oohara@kingrecords.
co.jp

映画 すみっコぐらし 
とびだす絵本とひみつのコ

アスミック・エース株式会社｜小野美香        
Tel: 070-4547-4883 ｜ Email: OnoMika@asmik-ace.co.jp

日本映画
クラシックス

丹下左膳餘話 百萬両の壷［4K デジタル復元・最長版］
日活株式会社｜渡邉百合子        
Tel: 03-5689-1019, 070-7522-6347
Email: y_watanabe@nikkatsu.co.jp

河内山宗俊［4K デジタル復元版］

人情紙風船　4K デジタル修復版 東宝株式会社｜映画営業部｜ Tel: 03-3591-9622

無法松の一生［4K デジタル修復版］
株式会社 KADOKAWA
Tel: 050-1746-1237 ｜ Email:  itsukage-m@kadokawa.jp

ウィール・オブ・フェイト～映画『無法松の一生』
をめぐる数奇な運命～

部門名 作品名・プログラム名 パブリシティお問い合わせ
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Program Contact

Special Collaboration with PFF 2020 PFF Grand-Prix Winning Film Screening
PFF General Incorporated Association
Reiko Ibaragi
TEL: 03-5774-5296
ibaragi@pff.jp

Screening of an Award-winning Film from 
SKIP CITY INTERNATIONAL D-Cinema FESTIVAL 2020

DIGITALSKIP STATION, INC
Kenta Horikiri 
TEL: 048-263-0818
horikiri@skipcity.com

Bunka-Cho Film Week 2020
UNIJAPAN International Promotion Group
Machiko Komatsu 
TEL: 03-6226-3022
machiko.komatsu@unijapan.org

TOKYO FILMeX 2020

【Paper mediums】
P2 Makino
TEL: 03-3219-3231/090-7904-7343
info@p2-inc.com
【web】
プレイタイム　Yo Saito
TEL: 080-3732-6809
yosaito9@gmail.com

Directors Guild of Japan New Directors Award
Film Screening and Symposium

Directors Guild of Japan
Yuji Namba 
TEL: 03-3461-4411 
y.namba@dgj.or.jp 

MPA Seminar
Japan and International Motion Picture Copyright Association Inc 
Hiroyuki Murakami
TEL: 03-3265-1446 
murakami@jimca.co.jp

Minato Cinema Festival
Minato Committee
Hideaki Tokutake
TEL: 03-6226-3025
tokutake@ones-j.com

BS10 Star Channel Academy "Groundbreaking Drama! The Essence of HBO(R) programs"
Tohokushinsha Film Corporation
Harumi Arai
harumi_arai@tfc.co.jp

Kyoto Filmmakers Lab
Kyoto Filmmakers Lab 
Kiyotaka Moriwaki,
TEL: 075-222-0888
kfl@bunpaku.or.jp

Online 「Korean Cinema Week 2020」
Korean Cultural Center, Korean Embassy in Japan 
Kim Kangsik 
TEL: 03-3357-5970 
kskim@koreanculture.jp

Short Shorts Film Festival & Asia 2020 Autumn Screening
Committee for Short Shorts Film Festival & Asia
Fuyumi Tanaka
TEL: 03-5474-8201
press@shortshorts.org

"The Future of Independent Films and Film Festivals" by Independent Cinema Guild, The 
21st TOKYO FILMeX, and the 33rd Tokyo International Film Festival

Independent Cinama Guild
info@eiganabe.net

China Film Week in Tokyo 2020
Japan-China Film Festival Executive Committee
Lulu Kong 
TEL: 03-6262-7277 
kong@mulan.co.jp 

Latin Beat Film Festival 2020
Wright Film Inc.
Akira Kamiyama
TEL: 080-5028-2852
kamiyama@wrightfilm.co.jp

Tanabe-Benkei Film Festival 2020
Tanabe-Benkei Film Festival executive committee
Yuki Kanja
TEL: 0739-26-9929 
info@tbff.jp 

Poland Film Festival 2020
VALERIA
Seiko Ogura
mobile: 090-6541-6903
oguraseiko@gmail.com

MPTE AWARDS 2020
Motion Picture and Television Engineering Society of Japan, Inc.
Aki Yamada
TEL: 03-5255-6201 
yamada@mpte.jp

JAAP INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL
Japan Association of Audiovisual Producers, Inc.
Etsuko Gake
TEL: 03-3662-0236 
gake@eibunren.or.jp

Allied-Event Contact Information
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企画名 主催団体名 お問い合わせ
特別提携企画　ぴあフィルムフェスティバル（PFF） 

「PFFアワード2020」グランプリ受賞作品上映 一般社団法人PFF
一般社団法人PFF 
茨木 玲子 
TEL：03-5774-5296 
ibaragi@pff.jp

「SKIPシティ国際Dシネマ映画祭2020」受賞作品上映 SKIPシティ国際Dシネマ映画祭事務局
株式会社デジタルSKIPステーション 
堀切 健太 
TEL：048-263-0818  
horikiri@skipcity.com 

第17回文化庁映画週間 文化庁
共催：公益財団法人ユニジャパン

公益財団法人ユニジャパン　国際支援グループ
小松 万智子
TEL：03-6226-3022
machiko.komatsu@unijapan.org

第21回東京フィルメックス 認定NPO法人東京フィルメックス

【紙媒体等】
P2　牧野
TEL：03-3219-3231／090-7904-7343
info@p2-inc.com

【web】
プレイタイム　斉藤陽
TEL：080-3732-6809
yosaito9@gmail.com

日本映画監督協会新人賞　上映とシンポジウム 東京国際映画祭実行委員会／日本映画監督協会
協同組合日本映画監督協会  
南場 雄二  
TEL：03-3461-4411  
y.namba@dgj.or.jp

MPAセミナー モーション・ピクチャー・アソシエーション (MPA)
共催：公益財団法人ユニジャパン

株式会社日本国際映画著作権協会（JIMCA）  
村上 裕之  
TEL：03-3265-1446  
murakami@jimca.co.jp

みなとシネマフェスティバル
東京国際映画祭みなと委員会／公益財団法人港区スポー
ツふれあい文化健康財団（Kissポート財団）／東京国際映
画祭事務局

東京国際映画祭みなと委員会 
徳武 秀明 
TEL：03-6226-3025 
tokutake@ones-j.com

BS10 スターチャンネルアカデミー「映画級ドラマ！
HBOコンテンツの神髄」 株式会社スター・チャンネル

株式会社東北新社　
新井 晴美
harumi_arai@tfc.co.jp

京都フィルムメーカーズラボ

京都ヒストリカ国際映画祭実行委員会 
　（京都府／京都文化博物館／東映株式会社
京都撮影所／株式会社松竹撮影所／株式会社
東映京都スタジオ／巖本金属株式会社／株式
会社ディレクターズ・ユニブ／立命館大学） 
共催：第33回東京国際映画祭実行委員会／イタリア文化
会館-大阪／KYOTO Cross Media Experience実行
委員会

京都フィルムメーカーズラボ  
森脇 清隆 
TEL：075-222-0888  
kfl@bunpaku.or.jp

オンライン「コリアン・シネマ・ウィーク2020」 駐日韓国大使館韓国文化院
駐日韓国大使館韓国文化院  
金 康植  
TEL：03-3357-5970  
kskim@koreanculture.jp

ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 
2020　秋の上映イベント

ショートショート フィルムフェスティバル＆アジア実行
委員会

ショートショートアジア実行委員会 
田中 冬弓
TEL：03-5474-8201
press@shortshorts.org

NPO 法人独立映画鍋×第 21 回東京フィルメックス×第
33 回東京国際映画祭「インディペンデント映画の未来と
映画祭 ( 仮題 )」

NPO法人独立映画鍋 NPO法人独立映画鍋
info@eiganabe.net

2020東京・中国映画週間 NPO 法人日中映画祭実行委員会／中国電影集団公司／
北京電影学院

NPO法人日中映画祭実行委員会  
孔 ろろ 
TEL：03-6262-7277  
kong@mulan.co.jp

第17回ラテンビート映画祭 ラテンビート映画祭実行委員会
株式会社ライトフィルム
神山　明
TEL：080-5028-2852
kamiyama@wrightfilm.co.jp

第14回 田辺・弁慶映画祭 田辺・弁慶映画祭実行委員会
田辺・弁慶映画祭実行委員会  
上舎 裕貴 
TEL：0739-26-9929  
info@tbff.jp

ポーランド映画祭2020 VALERIA
VALERIA 
小倉 聖子 
mobile：090-6541-6903 
oguraseiko@gmail.com

MPTE AWARDS 2020 第73回表彰式 一般社団法人日本映画テレビ技術協会（MPTE）
一般社団法人日本映画テレビ技術協会  
山田 あき 
TEL：03-5255-6201  
yamada@mpte.jp

映文連 国際短編映像祭　映文連アワード2020 公益社団法人映像文化製作者連盟
公益社団法人　映像文化製作者連盟
峨家 悦子
TEL：03-3662-0236
gake@eibunren.or.jp

提携企画連絡先一覧
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Basic Guidelines for Prevention of COVID-19 Infections

The 33rd Tokyo International Film Festival is committed to carrying out infection prevention measures based on the 
guidelines set by the Tokyo Metropolitan Government and the Japan Association of Theatre Owners, with the 
supervision of Minato Public Health Center. We will take every measure to help prevent the spread of COVID-19 and to 
secure the safety of press members, as well as audiences.  Under these circumstances, procedures for covering the events 
will differ from previous years, and we greatly appreciate your kind cooperation and understanding on this matter.

The Tokyo International Film Festival will adhere to the following basic guidelines in holding its events:

● TIFF will make every effort to avoid situations that are conducive to the 3Cs (closed spaces, crowded places, 
close-contact settings) during the festival.

● TIFF will consistently maintain good ventilation in conducting operations.

● TIFF will consistently maintain physical distancing in conducting operations.

● TIFF will make every effort to avoid crowding during events, event preparations, meetings, and interviews.

● TIFF staff will take their temperatures before going to work and upon arrival at work, and will consistently 
monitor their physical state during working hours.

● Masks will be mandatory. (This will not apply to guests when they are making stage appearances.)

● TIFF staff will take their temperatures and sanitize their hands before meeting guests from the films in the 
program. They will also wear face shields, masks, and plastic gloves.

● During conversations, staff will refrain from talking loudly, and being in close-proximity or face-to-face 
situations.

● Shared equipment and tools will consistently be sanitized after usage.

● TIFF staff will frequently gargle, wash and sanitize their hands.
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新型コロナウイルス感染症予防対策基本指針

第33回東京国際映画祭は、映画祭開催にあたり、感染防止対策に万全を期し、マスコミの皆様の
安心・安全を確保するため、東京都策定の「東京都感染拡大防止ガイドライン」及び全国興行生活
衛生同業組合連合会策定の「映画館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」を
踏まえ、港区保健所の監修も仰いだ形での感染予防の取り組みを行ってまいります。
ご取材の方法も本年は大きく変化致しますので詳細等決定次第お知らせいたします。マスコミの
皆さまにも何卒ご理解と、ご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

基本指針として、下記項目を順守してイベント実施にあたります。

● 三密（密閉空間・密集場所・密接場面）を作らない現場を作り、映画祭の運営をする。

● 常に換気の良い環境作りを意識しながら業務を遂行する。

● 常に人との距離を取るよう意識しながら業務を遂行する。

● 準備や打合せ時、取材時本番時に大勢が１箇所に集まる状況は極力避ける。

● 出勤前・現場到着後の検温をはじめ、勤務中も常に体調確認を行う。

● マスクの常時着用 （登壇時のゲストは除く） 

● 出品作品のゲスト等との対面の際は事前の検温・消毒、フェイスシールド、マスク、手袋を着用
する｡

● 近距離、対面、大声での会話は避ける。

● 機材、備品など、共有備品は使用後必ず消毒を実施する。

● 各自、手洗い、うがい、手指消毒を、こまめに実施する。
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One-stop and stress-free access to a variety of content 
and exhibitor information.

* Above is an image only and may differ from actual booth appearance.
* Actual booth items and their specifications may change.

Matching service that leads you to valuable business 
opportunities 
-Detailed search by a type of industry and category
-Recommendation system based on registered information
・The search function will be available in early October.

We are pleased to offer  you the 4 fo l lowing serv ices at  TIFFCOM ONLINE.

A wide range of seminars and events 
that welcome you with attractive 
themes and wonderful guest speakers 
（15 programs will be conducted）. This 
year's event will be held entirely online.

“Search Participants” gives access to profiles of individual 
Exhibitors, Buyers and Visitors. Search under an Exhibitor 
company name for an introduction to their business.
*Please note that there are some access limitations for Visitors.

The number of booths 
exhibited is 130% of that 
of last year
（as of September 9th）

ONLINE BOOTH

T I F F C O M  O N L I N E

ONLINE SEMINARONLINE SCREENING

ONLINE  BUSINESS 
MATCHING

On-demand online screening 
service that connects content 
holders and content buyers in 
a secure environment （DRM）.

Search Participants Exhibitor Details

tiffcom.jp

MonitorPoster Space

TIFFCOM2020 will be an online content marketplace  
adjusting to the “New Normal”.

TIFFCOM started in 2004 and will be held for the 17th time 

this year. It has become a major content market representing 

Asia with the Tokyo International Film Festival （TIFF）. 
TIFFCOM brings together a wide variety of content holders in 

the fields of film, television and animation, attracting not only 

Asian countries but also influential buyers from all around the 

world. Exhibitors, business meetings and the contract value 

have been increasing steadily every year, with last year's 

record highs*.   *Number of business meetings: 8,335, total 

contacts value: $77,372,214 （3 days in 2019） Our market is 

literally establishing itself as one of Asia's leading content 

markets. In recent years, the market has become a place for 

business negotiations to handle IP and copyrights to expand 

opportunities for visualization.

A b o u t  T I F F C O M

3days  from （wed） November 4th 
　　　　  to   （ f r i ）November 6th 2020

 （wed）October 21st ,  
11：59am（JST）

PRESS CONTACT           E-mai l  ： press@tiffcom. jp   or    Tel  ： +81-3-6226-3020

D a t e B u ye r  a n d  Vi s i t o r  
Re g i st ra t i o n  Pe r i o d





ストレスフリーでの各種コンテンツ情報や出展者情報が、ワンストップ
で入手できる環境を提供します。

※画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます。
※表示の内容・仕様は変更になる可能性がございます。

業種やカテゴリーによる詳細検索、登録情報に基づいたレコメンド検
索機能といった、有益な商談機会に繋がる環境を提供します。
・10月初旬より検索機能開始予定

4つのオンラインサービスを提供

業界関係者が気になるあのテーマ
＆あの登壇者が登場し、充実のセ
ミナー＆イベントを提供します（15

プログラムを実施予定）。なお、
本年はすべてオンラインでの開催
となります。

出展者 / バイヤー / ビジターを検索できる「来場者検索」、
出展社名による検索「出展者紹介」をご利用いただけます。
※ビジターは検索機能に一部制限あり　

出展ブース数は、昨年出展ブース比
「130％（9月9日時点）」

ONLINE BOOTH
オンラインブース出展（VRブース）

T I F F C O M  O N L I N E

ONLINE SEMINAR
オンラインセミナー

ONLINE SCREENING
オンラインスクリーニング

ONLINE  BUSINESS 
MATCHING
オンラインビジネスマッチング

安全な環境下（DRM）に
おいて、出展者（コンテン
ツホルダー）とコンテンツバ
イヤーを繋ぐオンデマンドで
のオンライン・スクリーニン
グサービスを提供します。

来場者検索 出展者紹介

tiffcom.jp

モニターポスタースペース

T I F F C O M 2 0 2 0は、 新しい生活様式に合わせ
本年はオンラインによるコンテンツマーケットでの開催となります。

2004年よりスタートし、今年で17回目を迎えるTIFFCOMは、東京国際映
画祭（TIFF）と併設のアジアを代表する一大コンテンツマーケットとなります。
映画、テレビ、アニメ等を中心とした多彩なコンテンツホルダーが一堂に会し、
アジア諸国だけでなく、世界各国から有力なバイヤーが来場します。出展団
体数、商談件数、成約金額は、毎年順調に増加しており、昨年（2019年）

も過去最高の実績（商談件数：8,335/成約金額：＄77,372,214 ※3days）
を記録しております。文字通りアジアを代表するコンテンツマーケットとして
の地位を確立しつつあります。ここ数年の傾向としては、IP（知的財産）、
書籍の映像化権利を取り扱う商談の場として、映像化の機会を拡げる場で
も成果を上げております。

T I F F C O M  とは

プレスお問い合せ先　　　   TEL ： 03-6226-3020　　E-MAIL ： press@tiffcom.jp

2020年  1 1月 4日○水 － 6日○金    3日間日程    10月21日○水 11：59AMＢｕｙｅｒ＆Vis i tor登録締切



第33回東京国際映画祭

ご協賛各社のご紹介





第33回東京国際映画祭にご協賛いただいた各企業の皆様

33rd Tokyo International Film Festival Partners

■プレミアムスポンサー ■Premium Sponsors

日本コカ・コーラ株式会社 Coca-Cola (Japan) Co., Ltd.

東京ミッドタウンマネジメント株式会社 Tokyo Midtown Management Co., Ltd.

一般社団法人日比谷エリアマネジメント Hibiya Area Management Association

■スポンサー ■Sponsors

大和証券株式会社 Daiwa Securities Group

株式会社WOWOW WOWOW INC.

株式会社スター・チャンネル STAR CHANNEL, INC.

株式会社 アイム・ユニバース AIM UNIVERSE CO., LTD

アメリカン航空 American Airlines, Inc.

■コーポレートパートナー ■Corporate Partners

松竹株式会社 Shochiku Co.,Ltd.

東宝株式会社 TOHO CO.,LTD. 

東映株式会社 TOEI COMPANY, LTD.

株式会社KADOKAWA KADOKAWA CORPORATION

日活株式会社 NIKKATSU CORPORATION

森ビル株式会社 Mori Building Co., Ltd.

TOHOシネマズ株式会社 TOHO CINEMAS LTD.

一般社団法人映画演劇文化協会 CINEMA & STAGE CULTURE ASSOCIATION

■メディアパートナー ■Media Partners

株式会社J-WAVE J-WAVE, Inc.

松竹ブロードキャスティング株式会社 Shochiku Broadcasting Co.,Ltd.

日本映画専門チャンネル JAPANESE MOVIE CHANNEL

ウォール・ストリート・ジャーナル The Wall Street Journal

LINE株式会社 LINE Corporation

株式会社つみき TSUMIKI INC.

株式会社ムービーウォーカー MOVIE WALKER Co., Ltd.

株式会社U-NEXT U-NEXT Co., Ltd.

■フェスティバルサポーター ■Festival Supporters

株式会社IMAGICA Lab. IMAGICA Lab.Inc.

株式会社クララオンライン CLARA ONLINE, Inc. 

株式会社レントシーバー Rentceiver Co.,Ltd.

ゲッティ イメージズ ジャパン株式会社 Getty Images, Inc.

株式会社クオラス Quaras Inc.





プレミアムスポンサー

Premium Sponsors

日本コカ･コーラ株式会社

1886年に米国ジョージア州アトランタで誕生した「コカ･コーラ」。1800年代

後半はまた、映画が誕生した時期とも重なります。「コカ･コーラ」はその130

年以上の歴史を通じて、世界中をうるおし、さわやかさをご提供し、前向きな

変化をもたらすことをめざしてまいりました。一方の映画は、見る人をその世

界に引き込み、記憶に残る感動を与えてくれる最高のエンターテインメントで

す。コカ･コーラ社は今年も東京国際映画祭を応援します。世界的な映画の祭典

の熱気とともに、「コカ･コーラ」と映画の相性抜群のコンビネーションをぜひ

お楽しみください。

Coca-Cola (Japan) Co., Ltd.

Coca-Cola was born in 1886, in Atlanta, Georgia, USA. The late 1800's

also coincide with the birth of the motion picture. Coca-Cola, throughout

over 130 years of its history, we refresh the world and make a

difference. The motion picture, which draws its audience into its world

and leaves them with long-lasting inspiration, is the ultimate form of

entertainment. Once again this year, Coca-Cola is supporting the Tokyo

International Film Festival. Please enjoy the unique fervor of this world-

class event as well as the perfect match between Coca-Cola and cinema.

日本コカ・コーラ株式会社

https://www.cocacola.co.jp/

Coca-Cola (Japan) Co., Ltd.

https://www.coca-cola.com



プレミアムスポンサー

Premium Sponsors

東京ミッドタウンマネジメント株式会社

「新しい映画の楽しみ方を提案する」映画祭として日比谷シネマフェスティバ

ルを開催。

昨年約110万人が来場したこの一大エンターテインメントは、普段は静かな空

間で観ることの多い映画を、屋外大型ビジョンを中心に都心の真ん中・オープ

ンエアで鑑賞できるイベントです。

コンテンツの一つである「東京国際映画祭 日比谷会場」では、今年も話題作、

人気作を中心に、スーパー戦隊シリーズなどのファミリー向け作品もライン

ナップした野外上映会を開催予定。

Tokyo Midtown Management Co., Ltd.

The Hibiya Cinema Festival is coming — a great new way to enjoy

movies

About 1.1 million people visited this impressive entertainment event in

Tokyo last year, where they could enjoy watching movies right in the

center of the city, in the open air, on a large outdoor screen instead of

viewing them in the quiet room.

One of the main attractions of the festival, the Tokyo International Film

Festival Hibiya Venue, will once again hold an outdoor screening of

popular films, as well as “The Super Sentai Series” and other family-

oriented films.

東京ミッドタウンマネジメント株式会社

https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/

Tokyo Midtown Management Co., Ltd.

https://www.hibiya.tokyo-midtown.com.e.adj.hp.transer.com/en/



スポンサー

Sponsors

大和証券グループ

大和証券グループは「人生100年時代」の到来や「デジタル・トランスフォーメーショ

ン」の進展など、劇的な環境変化が想定される中、「クオリティNo.1」のコンサルティ

ング力による付加価値の高いソリューションの提供と、「ハイブリッド型総合証券グ

ループ」としての新たな価値の提供を基本方針とし、「未来を創る、金融・資本市場の

パイオニア」を目指しております。また、社会的課題の解決にも積極的に取り組み、経

済的価値と社会的価値を同時に創造することで、豊かな社会・国民生活の実現に貢献し

てまいります。

その一環として文化芸術活動の支援にも継続的に取り組んでおり、この度、アジア最大

級の映画祭である、「東京国際映画祭」に協賛できることは、大変光栄なことと存じま

す。世界中の映画ファンに感動を与え続けている当祭典への協賛を通じて、大和証券グ

ループも微力ながら、映画文化の発展に貢献していきたいと存じます。

Daiwa Securities Group

The Daiwa Securities Group is expecting dramatic environmental changes, such

as the advent of 100-year lifespans and progress in digital transformations, for

which we have set the fundamental goal to provide high-quality, high value-

added solutions to our customers so as to shape the future of capital markets.

We are also committed to solving social issues, thus realizing both economic and

social values to contribute to a prosperous future.

As a part of our continuous support for creative activities, we are privileged to

be a sponsor of the Tokyo International Film Festival.

Through this sponsorship of an organization that entertains global audiences,

we demonstrate our commitment to further developing the film industry and

culture.

大和証券株式会社

https://www.daiwa.jp/

Daiwa Securities Group

https://www.daiwa.jp/



スポンサー

Sponsors

株式会社WOWOW

ＷＯＷＯＷは、日本初の民間衛星放送局として1991年より放送を開始しました。それ以来、

有料放送のフロントランナーとして映画やドラマ・スポーツ・音楽・ステージなどの最高峰

のエンターテインメントをお届けしています。

現在、ＷＯＷＯＷプライム、ＷＯＷＯＷライブ、ＷＯＷＯＷシネマの3チャンネルと、ＷＯＷ

ＯＷメンバーズオンデマンドを通じて番組を発信。ＷＯＷＯＷシネマは24時間映画専門チャ

ンネルとして年間約700本の映画を初放送しています。

2007年には劇場用映画レーベル「WOWOW FILMS」を立ち上げ、東京国際映画祭には2015

年に『劇場版 MOZU』を、2016年には『ミュージアム』が特別招待作品として上映されまし

た。

東京国際映画祭のコンペティションでは、2014年から2016年までＷＯＷＯＷ賞、2017年か

ら2018年まで最優秀脚本賞 Presented by WOWOW賞を提供しています。

WOWOW INC.

WOWOW made its broadcast debut in 1991 as Japan’s first private sector satellite TV

broadcaster and since then has become Japan’s leading premium pay TV broadcaster

covering a wide range of entertainment genres including movies, drama series,

sports, music and theater.

WOWOW content is made available to subscribers through 3 HD channels; WOWOW

Prime, WOWOW Live and WOWOW Cinema along with the WOWOW Members On

Demand online streaming platform. WOWOW Cinema is a channel that is dedicated

to movies 24/7, and broadcasts approximately 700 first run titles annually.

“WOWOW Films”, WOWOW’s theatrical film label was launched in 2007 and its titles

“MOZU The Movie” and “Museum” were presented at TIFF in 2015 and 2016

respectively.

WOWOW has also sponsored TIFF competition awards; the WOWOW Viewer’s Choice

Award from 2014 to 2016, and the Best Screenplay Award Presented by WOWOW

from 2017 to 2018.

株式会社WOWOW

https://www.wowow.co.jp/

WOWOW INC.

https://corporate.wowow.co.jp/en/



スポンサー

Sponsors

株式会社スター・チャンネル

「BS10 スターチャンネル」は、映画を愛するすべての人のための “映画エン

ターテインメントサービス”。ハリウッド大作のＴＶ初放送や圧倒的クオリティ

のHBO®ドラマを独占最速放送でお届けするBSハイビジョン３チャンネル編成

のプレミアムチャンネルです。また、スターチャンネルの映画レーベル “STAR

CHANNEL MOVIES” では、世界中からセレクトした感動や衝撃、忘れられな

い余韻が残る、私たちの “心が求める” 作品を劇場公開し、スターチャンネルで

最速独占プレミア放送しています。

スターチャンネルで「観る。掘る。もっと。」

STAR CHANNEL, INC.

"BS10 Star Channel" is a film entertainment service for all film lovers.

We have three high-vision channels to broadcast Hollywood blockbuster

hits, including the films which appear on TV for the first time, and also

provide exclusive premiere broadcast of the high-quality HBO® series.

Under the "STAR CHANNEL MOVIES” banner, Star Channel presents the

films selected from around the world that will move you, shock you, and

stay in your heart forever. The films will premiere exclusively on Star

Channel before any other channels or services.

"See them, and explore them more." on Star Channel.

株式会社スター・チャンネル

https://www.star-ch.jp/

STAR CHANNEL, INC.

https://www.star-ch.jp/eng/



スポンサー

Sponsors

株式会社 アイム・ユニバース

時間をゆるめ、日常を休む。心と体を整えて自分を解放する。心から楽しむ。

そんな、旅先で体験するような至福の「リゾートタイム」を叶える暮らし。

わたしたちアイム・ユニバースは、「&RESORT」というコンセプトのもと、日々の暮

らしの中で味わう非日常、上質な心地よさを取り入れた価値ある住まいをご提供してい

ます。安心・安全な住まいであることはもちろん、屋上テラスやプライベート・ジャグ

ジーを取り入れるなど常識にとらわれない発想で、「人生を豊かにする暮らし」を追求

し続けます。

日常からのエスケイプ、夢、勇気、未来。人の心を動かし、人生を彩る映画の力。

新しい生活様式を模索し、暮らしの変化に向き合う今だからこそ、改めてその価値が必

要であると感じます。映画の持つ豊かさに深い共感と期待を込め、東京国際映画祭をサ

ポートしてまいります。

AIM UNIVERSE CO., LTD.

Loosen up your time and take a break from your routine. Prepare your mind

and body, and let yourself go. Enjoy from the bottom of your heart. Living in

such a blissful resort time as you would experience on a trip.

Incorporating the concept of “&RESORT”, we provide valuable homes that

realize an extraordinary experience in everyday life, and quality comfort. In

addition to safe and secure homes, we continue to pursue “a lifestyle that

enriches your life” with unconventional ideas such as a rooftop terrace and

private Jacuzzi.

Escape from everyday life, dreams, courage, and the future. The power of

movies to move people's hearts and color human lives. It is precisely because

we are searching for a new way of life and facing the changes in our lives that

we need to reevaluate the value of film. We will continue to support the Tokyo

International Film Festival with our deepest sympathy and expectations for the

richness of film.

株式会社アイム・ユニバース

https://www.aim-universe.co.jp/

AIM UNIVERSE CO., LTD

https://www.aim-universe.co.jp/



スポンサー

Sponsors

アメリカン航空

アメリカン航空は、「人生の旅を歩む人々をもてなす」をテーマに事業を展開している、

oneworld®アライアンスの創立メンバーです。現在、羽田(HND)からロサンゼルス

(LAX)へ、羽田(HND)と成田(NRT)からダラス フォートワース(DFW)へ運航しています。

アメリカ国内はもちろん、中南米やカリブ諸国へもスムーズにお乗り継ぎいただけます。

日本発着便のFlagship™ビジネスでは、全席直接通路にアクセス可能なフルフラット

シートを搭載。プレミアムエコノミーでは、ゆとりのあるシートで事前予約可能なシェ

フ考案のお食事をお召し上がりいただけます。また全席で機内Wi-Fiがご利用いただける

ほか、個人モニターで数百本の最新映画やドラマなどの機内エンターテインメントをオ

ンデマンドでお楽しみいただきながら、アメリカまでの長時間のフライトを快適にお過

ごしいただけます。

ハリウッド関係者に選ばれる航空会社として、アメリカン航空は映画と文化を繋ぐ東京

国際映画祭を応援します。

American Airlines, Inc.

American Airlines’ purpose is to care for people on life’s journey. We are a

founding member of the oneworld® alliance and we currently operate non-stop

services from Haneda (HND) and Narita (NRT) to Dallas Fort Worth (DFW) and

Haneda to Los Angeles (LAX) to offer customers better connections across the

U.S., Caribbean and Latin America. Customers can stretch out across the Pacific

in comfort in Flagship™ Business with fully lie-flat seats with direct aisle access

or in Premium Economy with wider seats, more legroom and an upgraded meal.

With satellite Wi-Fi customers can stay connected throughout the flight, and all

seats offer personal HD touchscreen monitors with hundreds of hours of the

latest movies and TV shows, to enjoy inflight. As Hollywood’s preferred airline,

American Airlines is proud to sponsor the Tokyo International Film Festival and

connect film and culture.

アメリカン航空

https://www.americanairlines.jp/

American Airlines, Inc.

https://www.aa.com/



メディアパートナー

Media Partners

株式会社J-WAVE

1988年10月、東京で2つ目の民放FMラジオ局として開局。革新的な編成方針

のもと放送をデザインし、そのサウンドは東京を中心とする首都圏リスナーか

ら絶大な支持を受けています。開局から続く人気プログラム「TOKIO HOT

100」を中心に“東京No.1ミュージックステーション”として地位を築くととも

に、音楽にとどまらず、ファッションやアート、またスマートライフなど都市

生活者の思想やライフスタイルを、世に先駆けて発信し続けています。2020年

は『for the Unique and Universal』をテーマに声と音楽と行動で、多様な東

京の風景をつくり、人々を動かすメディアとして今後も進化していきます。

J-WAVE, Inc.

The station opened in October 1988 as Tokyo's second FM radio station.

The station's innovative programming policy has resulted in a sound that

has won tremendous support from listeners in the Tokyo metropolitan

area and beyond. The station has established itself as the "No. 1 Music

Station in Tokyo" with the popular "TOKIO HOT 100" program that has

continued since the station's opening, and it is also a radio station that

not only reports on music, but also on the thoughts and ideas of urban

people, such as fashion, art, and smart life. Under the theme of "for the

Unique and Universal", we will continue to evolve in 2020 as a media

that moves people by creating diverse Tokyo's scenery with our voice,

music and actions.

株式会社J-WAVE

https://www.j-wave.co.jp/

J-WAVE, Inc.

https://www.j-wave.co.jp/



メディアパートナー

Media Partners

松竹ブロードキャスティング株式会社

有料放送の「衛星劇場」及び「ホームドラマチャンネル」を運営し、全国の

ケーブルテレビ局やスカパー！、IPTVなどに番組を供給するほか、映画製作や

ワークショップの運営など、幅広く映像関連事業を展開、また、ゲームコンテ

ンツを主体とした映像制作及び動画配信事業、ゲームイベントなども展開して

います。

Shochiku Broadcasting Col, Ltd.

Shochiku Broadcasting operates the pay broadcasts “Eisei Gekijo” and

“Home Drama Channel”, and provides movie/TV drama contents to SKY

Perfect TV, IPTV and Cable TV stations throughout Japan. It also

provides video production, which is mainly gaming contents, movie

streaming, and holds gaming events.

松竹ブロードキャスティング株式会社

https://www.eigeki.com/

Shochiku Broadcasting Co.,Ltd.

https://www.eigeki.com/



メディアパートナー

Media Partners

日本映画専門チャンネル

スカパー！やJ:COM、ケーブルテレビなど多彩なプラットフォームでご覧いた

だける有料チャンネル。日本全国で約780万世帯において視聴が可能（2020年

5月現在）。

往年の名作から最新作まで、あらゆる世代が楽しめる日本映画やドラマの数々

を放送。ヒット作、話題作を中心とした看板企画【日曜邦画劇場】では、ゲス

トを迎えたトークもあわせてお届け。貴重作をハイビジョンで放送する企画や、

新作ドラマの一挙放送、話題のドキュメンタリーやアニメ、特撮作品など幅広

いジャンルから厳選して提供。映画ファンから絶大な支持を得ています。その

ほか、新作映画の製作や劇場公開作品との連動企画など多角的な展開も実施し

ています。

JAPANESE MOVIE CHANNEL

You can subscribe to this Japanese movie channel through platforms

such as Sky PerfecTV!, J:COM and many other cable stations. As of this

year, we reach over 7.7 million homes across Japan.

From classic hits to the newest releases, we select a wide variety of

films and drama series to entertain all generations. One of our

blockbuster shows is “Sunday Japanese Films Theater”, which includes a

talk show with famous guests. Our selections of rare titles in high

definition, binge showings of new drama series, popular documentaries

and animated films, and science fiction titles are all passionately

supported by our large film-fan base. We also entertain our audiences

with making-of documentaries for new titles, alongside the theatrical

release campaigns.

日本映画専門チャンネル

https://www.nihon-eiga.com/

JAPANESE MOVIE CHANNEL

https://www.nihon-eiga.com/



メディアパートナー

Media Partners

ウォール・ストリート・ジャーナル

世界中のビジネスリーダーに読まれているウォール・ストリート・ジャーナル

は、 優れたジャーナリズムで38のピューリッツァー賞受賞歴を誇り、世界の最

新ニュース、政治をはじめ、ライフスタイルやスポーツなどの幅広い情報をカ

バーしています。

The Wall Street Journal

The most ambitious people in the world read The Wall Street Journal.

Winner of 37 Pulitzer Prizes for outstanding journalism, the Journal

includes coverage of U.S. and world news, politics, arts, culture, lifestyle,

sports, health and more. It’s a critical resource of curated content in

print, online and mobile apps, complete with breaking news streams,

interactive features, video, online columns and blogs.

Published by Dow Jones, The Wall Street Journal has been a trusted

name since 1889 for unparalleled analysis and unique reporting

informing decisions that drive the world forward. Today, WSJ.com’s

integrated solutions are complete with breaking news streams,

watchlists, alerts, data feeds and APIs. The Journal’s global digital

offerings have grown to include 12 sites in six languages, edited locally

for a regionally relevant focus.

ウォール・ストリート・ジャーナル

https://jp.wsj.com/

The Wall Street Journal

https://www.wsj.com/



メディアパートナー

Media Partners

LINE株式会社

国内8400万人が利用するコミュニケーションアプリ「LINE」。

家族や友人・恋人など、身近な大切な人との関係性を深め、絆を強くするコ

ミュニケーション手段こそが日本のみならず、世界中で求められていると考え、

2011年6月にサービスを開始以来いまや、LINEは日本を始め、力強い成長を続

けるアジア地域を中心に、世界で数億人に利用されるモバイルメッセンジャー

へと成長を続けています。人や情報/コンテンツ、オンライン/オフラインサー

ビスなどあらゆるものとユーザーがいつでも、どこでも、最適な距離でシーム

レスに繋がっていく、LINEを入り口として生活の全てが完結する世界の実現を

目指していきます。

LINE Corporation

We ask that all members of the LINE Group conduct themselves in

accordance with the

LINE STYLE and LINE CODE in order to achieve our MISSION.

Below, you can see how our MISSION, the LINE STYLE, and the LINE

CODE come together.

LINE株式会社

https://linecorp.com/ja/

LINE Corporation

https://linecorp.com/en/



メディアパートナー

Media Partners

株式会社つみき

Filmarks（フィルマークス）は「いい映画・ドラマと出会おう。」をコンセプ

トにした国内最大級の映画とドラマのレビューサービスです。映画・ドラマの

レビューを簡単にチェック・投稿できる機能をベースに「作品の鑑賞録」や

「観たい作品のメモ・備忘録」「作品の感想や情報をシェアして楽しむコミュ

ニケーションツール」としてご利用いただけます。

TSUMIKI INC.

Filmarks is Japan's largest movie and drama review service, based on

the concept "Finding good movies and dramas." The service allows

registered users to easily check and post reviews, keep track of releases

they want to see, share their impressions and information with others,

and maintain a record of their viewing activities.

株式会社つみき

https://filmarks.com/

TSUMIKI INC.

https://filmarks.com/



メディアパートナー

Media Partners

株式会社ムービーウォーカー

株式会社ムービーウォーカーは、KADOKAWAグループの一員として、“映画人

口を増やすこと”をミッションに、映画を広めるためのプロモーションを企画・

立案し、映画デジタルチケットサービス「ムビチケ」、ムビチケが買える映画

アプリ「MOVIE WALKER」、映画プラットフォーム「MOVIE WALKER

PRESS」の運営、「月刊シネコンウォーカー」「シアターカルチャーマガジン

T.」「DVD&動画配信でーた」、映画パンフレット事業などの映画メディアの

制作・編集・宣伝・営業を行う会社です。

日頃より配給会社やメディア関連企業などへより良い映画体験を生みだすため

の提案を積極的に展開しており、日本映画界のさらなる躍進をサポートしてま

いります。

MOVIE WALKER Co., Ltd.

As a member of KADOKAWA group, MOVIE WALKER Co., Ltd. has a

mission to expand the number of film enthusiasts. Our service includes

planning and carrying out film promotion, operating digital film ticketing

service "Mubichike" and it's purchasing movie application "MOVIE

WALKER“, managing film news/information platform “MOVIE WALKER

PRESS”, publishing “Cinecon Walker”, “Theater Culture Magazine T.”,

"DVD & Douga Haishin Data”, and editing, sales and promoting film

promoting tools including brochures.We are aggressively developing the

ideas to present better movie experience to distribution company and

medias, our ultimate goal is to support further prosperity of Japanese

film industry.

株式会社ムービーウォーカー

http://moviewalker.co.jp/

MOVIE WALKER Co., Ltd.

http://moviewalker.co.jp/



メディアパートナー

Media Partners

株式会社U-NEXT

2007年にスタートしたU-NEXTは、日本における動画配信サービスのパイオニ

アです。

最新作から過去の名作まで映画の品揃えは圧倒的で、全ジャンルでも19万本以

上を提供、見放題作品数No.1（※1）のラインナップです。

また61万冊以上の電子書籍も配信しており、「観る」「読む」を1つのアプリ

でシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。

2019年には、純国産サービスとして定額制動画配信市場のシェア1位を獲得。

「ひとりひとりに、最高の時間を配信する。」をミッションに、深く広く、か

つ使いやすいサービスをご提供しています。（※2）

※1：GEM Partners調べ、※2：GEM Partners「動画配信（VOD）市場5年間

予測（2020-2024年）レポート」。

U-NEXT Co., Ltd.

Launching in 2007, U-NEXT remains a pioneer in Japan's video

streaming industry.

With +190,000 newly released and evergreen movies and series, U-

NEXT provides more content than any other SVOD service in Japan

(※1), and delivers a comprehensive entertainment experience with

+610,000 digital publications under a single application.

With the largest market share amongst domestic Subscription VOD

services (2019, ※2), we endeavor to expand upon our mission to meet

the entertainment needs of each and every one of our subscribers.

※1: GEM Partners, ※2: GEM Partners, VOD 5-year Market Report

(2020-2024).

株式会社U-NEXT

https://video.unext.jp/

U-NEXT Co., Ltd.

https://www.unext.co.jp/en



フェスティバルサポーター

Festival Supporters

株式会社IMAGICA Lab.

私たちは1935年の創業以来、つねに変わりゆく映像業界において、社員一人一

人がつねに研鑽し探求し続ける精神を持ち続けてまいりました。

85年を経た今も、この思いは変わっておりません。

高品質の映像技術と最先端のICTの融合により、様々な角度からグローバルな

視点で映像業界の未来を見据え、映像コミュニケーションカンパニーとしてお

客様一人一人に満足いただけるサービスをお届けしてまいります。

東京国際映画祭という映画に関わり、映画を愛する全ての人が集う場所に、今

年も参加させていただき、映像文化の未来に貢献したいと考えます。

IMAGICA Lab.Inc.

Ever since our establishment in 1935, each and every employee is

instilled with the spirit of continual study and searching amid the ever-

changing image industry.

Even after over 85 years, our philosophy has not changed.

IMAGICA Lab. will design professional and creative solutions by fusing

high-quality video technology and cutting-edge ICT from a global

perspective. And we are committed to providing services that will satisfy

each and every one of our customers.

We would like to contribute to the future of film culture by participating

in the TOKYO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2020, a gathering place

for all people who are involved in and love films.

株式会社IMAGICA Lab.

https://www.imagicalab.co.jp/

IMAGICA Lab.Inc.

https://www.imagicalab.co.jp/e/



フェスティバルサポーター

Festival Supporters

株式会社クララオンライン

クララオンラインは20年以上のインターネットインフラ運用と、アジアにおけ

る豊富な事業経験をもとに、お客様のクロスボーダービジネスのご支援を行っ

ています。

クララオンラインが解決に取り組む「ボーダー」とは「国境」という言葉で表

される国や地域の違いを背景とした難しさと、可能性を狭めるという意味での

「既成概念」の2つを指しています。これらの「ボーダー」から発生する社会

的な課題を解決し、これまでにない可能性を具現化する成果を目指します。

CLARA ONLINE, Inc.

Clara Online supports customers' cross-border businesses based on over

20 years of operations on Internet infrastructure and abundant business

experiences in Asia.

The “border” that Clara Online is working to solve refers to the difficulty

represented by the “borderline between countries and regions” and the

“conventional concept” in the sense of narrowing the possibilities. We

will solve social issues arising from these "borders" and aim to achieve

results that embody unprecedented possibilities.

株式会社クララオンライン

https://www.clara.jp/

CLARA ONLINE, Inc. 

https://www.clara.co.jp/company/profile-english/



フェスティバルサポーター

Festival Supporters

株式会社レントシーバー

“必要な時”に“必要な台数”を“必要な期間”だけ、用途に応じた無線機、トラン

シーバーレンタル専門の【レントシーバー】です。

通信距離100mの無線ガイドシステムから、全国を通話エリアとするIP無線機、

更に超広域（通話エリアは地球）のイリジウム衛星携帯無線機と用途に合わせ

た豊富なレンタルトランシーバーを取り揃えております。

数多くの映画やドラマなど映像制作の分野はもちろんのこと、ライブやイベン

トなど幅広いシーンで活躍中です。慌しい現場での使用に備え、丁寧・安心を

モットーに、日々 お客様満足を目指して取り組んでおります。

今回の東京国際映画祭でも、スタッフの連絡手段として、全面的にサポートさ

せていただきます。

Rentceiver Co.,Ltd.

Rentceiver, providing the best radio equipment at the best time and

place. From guide systems that transmit up to 100m, to IP radios that

transmit throughout the nation and even Iridium radios that transmit

worldwide, Rentceiver has a full complement of radios from which to

choose.

Not only the sets of movies, television dramas, etc., but also concerts

and live action events have been trusted to us. The precision of our

delivery and having customer satisfaction as one of our main drives,

customers have one less thing to worry about during a hectic shoot. At

this year’s Tokyo International Film Festival, we are proud to provide the

staff with communications and our full support.

株式会社レントシーバー

https://www.rentceiver.jp/

Rentceiver Co.,Ltd.

https://www.rentceiver.jp/
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2020年11月4日（水） または 5日（木）　11月8日（日） 予定

参加お申込みは公式サイトから、今すぐアクセス！
bunka-cho-filmweek.jp ※定員になり次第、締切りとさせていただきます。

神楽座 （他調整中） 入場無料
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第 17回 ⽂化庁映画週間 

令和２年度 文化庁映画賞受賞記念上映会 
11 月８日(日)  会場：神楽座（飯田橋） 

本年度の文化庁映画賞「文化記録映画部門」受賞作品について受賞記念上映会を実施します。受賞作品

の上映後に受賞者をゲストに迎え、作品が作り出された背景や製作秘話などを紹介しながら、映画の持っ

ている可能性について語り合います。 

 

15:30〜（開場 15:10） 

 

『プリズン・サークル』 
監督︓坂上 ⾹  製作︓out of frame 
2019 年／カラー／136 分  
取材許可まで 6 年、撮影 2 年、初めて⽇本の刑務所にカメラを⼊れたドキュメンタリー。 
窃盗や詐欺、傷害致死などで服役する４⼈の若者達が、新たな価値観や⽣き⽅を⾝につけていく姿を克明に描き出す。 

 
 

10:00〜（開場 9:40） 

 

『えんとこの歌 寝たきり歌人・遠藤滋』  
監督︓伊勢真⼀  製作︓いせフィルム 
2019 年／カラー／96 分 
寝たきり歌⼈、遠藤滋は脳性マヒで寝たきりの⽣活を強いられている。介助の若者たちと過ごす「えんと
こ」での 25 年間におよぶ記録。ありのままのいのちを⽣かし合いながら⽣きる姿を追う。 

13:00〜（開場 12:40） 

 

『蟹の惑星』  

監督・製作︓村上浩康   
2019 年／カラー／68 分 
摩川河⼝⼲潟で独⾃に蟹の研究を続ける吉⽥唯義さんと共に、都会の⽚隅に暮らす命の営みを 
⾒つめた作品。蟹たちの驚異の⽣態をクローズアップで捉えた全編“カニづくし”のワンダームービー。  

 

※新型コロナウイルス感染症等の状況により内容に変更が⽣じる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

■文化記録映画大賞 

 

■文化記録映画優秀賞 

 

bunka-cho-filmweek.jp   
近⽇ホームページでお申し込み受付開始 [⼊場無料]  ＊定員になり次第、締切りとさせていただきます。 

主催︓⽂化庁    お問い合わせ︓bfw@unijapan.org 

 



 

10 月 31 日（土）～11 月 9 日（月）に六本木ヒルズを中心に開催する第 33 回東京国際映画祭では、今年も東京都交

通局とプレゼントタイアップキャンペーンを行います。 

都営地下鉄または都営バスをご利用の方なら、どなたでも映画祭上映作品の鑑賞チケットが当たるキャンペーンにご応募できます。

また、都営地下鉄・都営バスを利用して東京国際映画祭に来ていただいた方に先着でプレゼントもご用意！ 

都営地下鉄・都営バスに乗って、世界各国の映画が観られるチャンスを掴みましょう！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 33 回東京国際映画祭×都営地下鉄・都営バス  

乗って当てよう！プレゼントキャンペーン実施のお知らせ 

 

プレスリリース  2020 年 9 月 29 日 

【キャンペーン概要】 
 

① 【応募して当てよう！東京国際映画祭チケット】 

都営地下鉄・都営バスのキャンペーンポスター、チラシに掲載の QR コードからアクセスしてご応募ください。 

抽選で 25 組 50 名様に東京国際映画祭の「映画鑑賞チケット」をプレゼントします。 

チケット内容：「TOKYO プレミア 2020」の鑑賞チケット 1 作品 2 枚 

キャンペーン期間：2020 年 10 月 1 日（木）～10 月 20 日（火） 

  

②【乗ってもらおう！！映画祭チケットまたは映画祭オリジナルクリアファイル】 

下記の(A)(B)どちらかを、六本木ヒルズ内の東京国際映画祭のインフォメーションでご提示していただいた先着 500

名様（各日 50 名様）に「映画鑑賞チケット」または「映画祭オリジナルクリアファイル」をプレゼントします。  

キャンペーン期間：2020 年 10 月 31 日（土）～11 月 9 日（月） 
 

A) Twitter または Instagram の TIFF のアカウント（TIFFJP）をフォローした上で、映画祭会場内※を 

撮影した画像をハッシュタグ ＃TIFF_都営キャンペーン で投稿 ※劇場内の撮影は不可 
 

B) 有効日当日の「一日乗車券」 ※対象乗車券に限る 
 

【対象乗車券】 

・「都営まるごときっぷ」（大人 700 円／小児 350 円、通年発売） 

・「都営地下鉄『秋』のワンデーパス」（大人 500 円／小児 250 円、発売期間：秋の土日祝限定（９月 12 日（土）～11 月 29 日（日）） 

・「都営バス一日乗車券」（大人 500 円／小児 250 円）※「都営バス IC 一日乗車券」は対象外 

  

③【W チャンス！！！映画祭・都営地下鉄・都電・都営バス オリジナルグッズ】 

②に参加された方のみのＷチャンス！「映画祭オリジナルトートバック」「都営地下鉄・都電グッズ（プラレール『浅草

線５５００形』＆制帽とあらんぬいぐるみ（大））」「都営バスグッズ（THE BUS COLLECTION都バスオリジ

ナルⅢ＆みんくるイヤーマフ＆停留所マグネット）」のいずれかを抽選で計 30 名様にプレゼントします（インフォメーシ

ョンに用意した専用応募用紙でご応募の方に限ります）。 

キャンペーン期間：2020 年 10 月 31 日（土）～11 月 9 日（月） 

 



 

＜第33回東京国際映画祭 開催概要＞ 

■開催期間： 2020 年 10 月 31 日（土）～11 月 9 日（月） 

■会 場： 六本木ヒルズ、EX シアター六本木（港区）、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場、 

 国際フォーラム（千代田区）他  

■公式サイト：http://www.tiff-jp.net  

※画像等宣材物はイメージネットにて配信しております。 https://www.image.net 

 

 

 

【映画祭オリジナルクリアファイル】        【オリジナルトートバッグ】 

 

 

 

    

 

 

 

 

【都営地下鉄・都電グッズ】    

◀＜プラレール『浅草線 5500 形』＞ 

 

 

 

 

＜制帽とあらんぬいぐるみ（大）＞▶ 

     

【都営バスグッズ】 

     ＜みんくるイヤーマフ＞            ＜停留所マグネット＞ 

   

 

 

 

 

 

＜キャンペーンに関するお問合せ＞ 

ハローダイヤル：03-5777-8600／050-5541-8600 開設期間：9 月 29 日（火）～ 11 月 9 日（月）8 時～22 時  

 

＜「都営地下鉄・都電グッズ」「都営バスグッズ」に関するお問合せ＞

都営交通お客様センター：03-3816-5700（9 時から 20 時まで 年中無休） 

（イメージ） 

 

（イメージ） 

 

＜THE BUS COLLECTION 

都バスオリジナルⅢ＞ 

© ＴＯＭＹ  「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。 

http://www.image.net/







