
 

第 31 回東京国際映画祭まもなく開幕！！ 

オープニングイベントご取材のお願い【ムービーご取材用】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

平素よりお世話になっております。今年も豪華なゲストを迎え、第 31 回東京国際映画祭のオープニングイベントを 10 月 25 日（木）
に六本木ヒルズアリーナ、EX シアター六本木にて下記の通りに行う運びとなりました。ご取材ご希望の際は、申し込み用紙に必要事項を
ご記入のうえ、10 月 24 日（水）16 時までにご返信下さい。スペースに限りがありますので、いずれのイベントも規定数になり次第、
締め切らせて頂きます。ぜひご取材、ご紹介くださいますよう、ご検討の程お願い申し上げます。 

※【カーペットを歩くゲスト/セレモニー詳細入りリリース】は、来週 19 日(金)に配信させて頂く予定です。（配信が遅れる可能性がある旨ご了承下さい。） 

≪受付のご案内≫ 
レッドカーペットイベント 

■受付時間   ：13 時 00 分～ 

全体進行説明：13 時 15 分頃～  

移動開始   ：13 時 30 分頃～   サウンドバイツ→ ステージ正面の順番で移動 

■受付場所   ：TOHO シネマズ六本木ヒルズ インフォメーション奥（旧カーテンコール） 

※13 時 15 分までにお越し頂けない場合は、在京キー局 ENG でも優先から外れます。 

※サウンドバイツエリアの受付は 14 時 30 分で打ち切りとなります。 

※ステージ正面を撮影される方は、14 時 30 分以降はアリーナにて受付となります。TOHO シネマズで受付をされた方の入場後の 

  ご案内となりますのでご希望の取材位置にご案内できない場合もございます。 

オープニングセレモニー  

■受付時間  ：16 時 00 分～18 時 00 分 (ムービー／WEB ムービー) ■受付場所：EX シアター六本木１F 

※18 時 00 分以降にお越しの方はご入場いただけません。 

※レッドカーペットイベントからオープニングセレモニーは時間の関係上、移動してご取材いただくことはできません。 

10 月 25 日（木）のイベントスケジュール 
 

15 時 00 分～18 時 00 分 レッドカーペット       【会場】六本木ヒルズアリーナ 
18 時 00 分～19 時 30 分 オープニングセレモニー   【会場】EX シアター六本木 
※レッドカーペットイベントからオープニングセレモニーは時間の関係上移動してご取材いただくことはできません。 

ご取材希望の際は別班をご用意ください。 
※レッドカーペットイベントでの WEB ムービーの方はご取材ポイントが別となります。 
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≪レッドカーペット上のご取材ポイント≫              ★各ご取材ポイントはカーペット図面をご参照ください★                   

①ステージ正面： ステージ登壇ゲストの撮影ができます。 

※在京キー局 ENG 優先で抽選、その他の媒体は先着順  ※14 時 30 分以降はアリーナにて受付となります。 

※各局につき、1 クルーでのご取材をお願いいたします。 

②ステージ正面 WEB ムービー(スチールと場所を共有)： ステージ登壇ゲストの撮影ができます。 

※14 時 30 分以降はアリーナにて受付 ※先着順となります。 

③サウンドバイツ： レッドカーペットを歩くゲストにコメント取材ができます。 

※※在京キー局 ENG 優先で抽選、その他の媒体は先着順  ※受付は 14 時 30 分で打ち切りとなります。 
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注意事項！必ずお読みください。 

昨年とは異なります！ 
※レッドカーペットイベントからオープニングセレモニーは時間の関係上移動してご取材いただくことはできません。 

どちらもご取材希望の際は別班をご用意ください。 

※すべてのポイントで在京キー局 ENG 優先とさせて頂きます。ご了承ください。 

※２ヶ所以上のポイントでの取材をご希望の場合は、別班をご用意くださいますよう、お願い致します。 

※ご取材多数の場合、ご希望のポイント以外でのご取材をお願いする場合がございます。 

※WEB ムービーで ENG のご取材は不可となります。 

※サウンドバイツはラインの用意はございません。ステージ正面はラインをご用意致しますが、分配器をお持ちください。 

オープニングセレモニーはラインがございます。 

※サウンドバイツエリアでは媒体名の分かるプレートを付けて頂きます、ご了承ください。 

※サウンドバイツエリアにも BGM が流れますのでご了承ください。 

※国際映画祭の公式イベントになりますので、当日ご取材時の服装はジャケット等をご着用ください。 

※オープニングセレモニー中は、一切会場にご入場できません。お時間に余裕を持って受付にお越しください。 

※ご取材多数の場合、ご希望のポイント以外でのご取材をお願いする場合や、ご取材頂けない場合がございます。 

※荒天中止や雨天の場合の変更などは、全て当日現地でのご案内となります。イベントの中止、取材ポイントが無くなる場合もござ

います。予めご了承ください。 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

【本件に関するお問い合わせ】 
東京国際映画祭事務局 プロモーショングループ TEL 03-6226-3012 FAX 03-6226-3023 

＜紙・電波媒体＞ 樂舎 (播磨・楽満・山崎・渡辺珠理・渡辺未来)  TEL 03-5457-2238 FAX 03-5457-2239 desk@rakusha.co.jp  
＜WEB 媒体＞ モボ・モガ (岩舘)   TEL：03-6910-2007／FAX：03-6273-3818 info01@mobo-moga.com   
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１０月２５日（木） 

オープニングイベントご希望取材位置お申込み 
 

返信先：東京国際映画祭事務局 03-6226-3023 

10 月 24日(水)16時までにご返信下さい。 

御社名     媒体名                 

代表者名       ご取材にお越しの方  計   名 

携帯番号                

お電話番号    FAX 番号                
 

★取材ご希望ポイント 

□サウンドバイツ        ENG  デジ     

□ステージ正面 (WEB ムービーNG)   ENG  デジ        

□ステージ正面 WEB ムービー  ENG 不可  デジ     

□セレモニームービー      ENG  デジ     

ご取材多数の場合、ご希望のポイント以外でのご取材をお願いする場合がございます。 
※2 ヶ所以上のポイントでの取材をご希望の場合は、別班をご用意くださいますよう、お願い致します。 

 

 
 
 
 
 

【本件に関するお問い合わせ】 
東京国際映画祭事務局 プロモーショングループ TEL 03-6226-3012 FAX 03-6226-3023 

＜紙・電波媒体＞ 樂舎 (播磨・楽満・山崎・渡辺珠理・渡辺未来)  TEL 03-5457-2238 FAX 03-5457-2239 desk@rakusha.co.jp  
＜WEB 媒体＞ モボ・モガ (岩舘)   TEL：03-6910-2007／FAX：03-6273-3818 info01@mobo-moga.com  

≪当日は東京国際映画祭発行の「プレスパス」がないとご取材いただけません≫ 
 

パスをまだご取得でない方は、下記事務局プレスパス担当まで至急ご連絡ください。 
東京国際映画祭事務局プロモーショングループ tiff‐press@tiff‐jp.net 
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