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10月 25日（木） 

オープニングイベント（レッドカーペット、セレモニー）  2P~5P 

 

10月 26日（金） 

コンペティション部門 審査委員記者会見       6P 

 

10月 26日（金） 

三面鏡記者会見     7P 

 

10月 29日（月） 

GALA スクリーニング     8P 

 

11月 2日（金） 

アウォード・セレモニー&受賞者会見   9P~10P 

 

11月 3日（土・祝） 

クロージング上映                   11~12P 
 

 
 
 
 
 
 
 

【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 

重 要 

第 31回東京国際映画祭 

注目イベント ご取材のご案内 
 

≪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≫ 

パスをまだご取得されていない方は、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 

 

mailto:desk@rakusha.co.jp
mailto:info01@mobo-moga.com
mailto:tiff-press@tiff-jp.net
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まもなく開幕！世界各国の超豪華ゲストがレッドｶｰﾍﾟｯﾄに登場！ 
オープニングイベントご取材のお願い 

東京国際映画祭のオープニングを記念し、世界中の特別ゲストが六本木ヒルズアリーナに集結します！ 

つきましては、オープニングイベントのレッドカーペットに登場するゲスト、およびオープニングセレモニーの概要を下記に記載いたしまし

たのでご確認下さい。是非ご取材いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。 

※オープニングの取材ポイントの詳細につきましては、10 月 11 日（木）配信のリリースをご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程 ： １０月２５日（木） 

■レッドカーペット            １５時００分～   場所：六本木ヒルズアリーナ 

■オープニングセレモニー        １８時００分～  場所：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頂く事はできません。 

基本的に途中退場はご遠慮させてただいておりますので、ご了承ください。 

■レッドカーペット＆セレモニー中継 １５時００分～  場所：六本木アカデミーヒルズ４９F タワーホール 

＜ 受付 ＞ 

【レッドカーペット】 

＜スチールの方＞13 時 00 分～14 時 30 分 ／ 場所：TOHO シネマズ六本木 インフォメーション奥（旧カーテンコール） 

※14 時 30 分以降にお越しの方は ⇒ 受付場所 ： 六本木ヒルズアリーナ内受付テントにて 

＜記者の方＞  14 時 00 分～14 時 30 分 ／ 場所：TOHO シネマズ六本木 インフォメーション奥（旧カーテンコール） 

※14 時 30 分以降にお越しの方は ⇒ 受付場所 ： 六本木ヒルズアリーナ内受付テントにて 

カーペット後セレモニーをご覧になりたい方は、六本木ヒルズ４９F タワーホールにて中継しておりますのでご移動をお願いします。 

＜ムービーの方＞13 時 00 分～ ／ 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 分以降は六本木ヒルズアリーナ内受付テントとなります。 

【カーペット＆セレモニー中継】  

14時 30分～ ／ 場所：六本木ヒルズ 49F タワーホール 

【オープニングセレモニー】  

16時 00分～18時 00分 ／ 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。 

＜ オープニングセレモニー概要 ＞ 

■主な登壇者(予定)：第 31回東京国際映画祭アンバサダー：松岡茉優 

Japan Now 部門「映画俳優 役所広司」：役所広司 

OP作品『アリー／ スター誕生』スペシャルゲスト：寺島しのぶ 

海外スペシャルゲスト：レイフ・ファインズ 

                コンペティション部門国際審査委員：ブリランテ・メンドーサ、ブライアン・バーク、 

タラネ・アリドゥスティ、スタンリー・クワン、南果歩 

■内容(予定)：第 31回東京国際映画祭アンバサダーと共に、今年のみどころを紹介 

                Japan Now 部門「映画俳優 役所広司」の紹介・挨拶 

              海外スペシャルゲストの紹介・挨拶 

              コンペティション部門国際審査委員長の挨拶ほか 
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第 31回東京国際映画祭 オープニングレッドカーペット参加予定ゲスト 
 

 

※下記は歩く順番ではございません。ご注意ください。          他（順不同、敬称略） 

第 31回東京国際映画祭アンバサダー 松岡茉優 

≪オープニング作品≫ 

アリー／ スター誕生 寺島しのぶ(スペシャルゲスト) 

«クロージング作品≫ 

GODZILLA 星を喰う者 宮野真守、櫻井孝宏、ゴジラ、静野孔文監督、瀬下寛之監督 

≪アニメーション特集≫ 

アニメーション監督 湯浅政明の世界 

湯浅政明監督、氷川竜介東京国際映画祭プログラミング・アドバイザー)、井上伸一郎(株式会社
KADOKAWA代表取締役専務執行役員)、ちびまる子ちゃん(キャラクター)、フィン(キャラクタ
ー)、ジェイク(キャラクター) 

≪コンペティション部門≫ 

半世界 阪本順治監督、稲垣吾郎、長谷川博己、池脇千鶴、渋川清彦 

翳りゆく父 ガブリエラ・アマラウ・アウメイダ監督、ロドリゴ・サルティ・ウェルトヘイン(プロデューサー) 

ヒストリー・レッスン 

マルセリーノ ・イスラス・エルナンデス監督、ベロニカ・ランガー、アンドレア・トカ（プロデューサー）、ダ
ニエラ・レイヴァ・ベセラ・アコスタ(共同プロデューサー)、カルロス・A・モラレス(ポスト・プロダクション・

スーパーバイザー) 

愛がなんだ 
今泉力哉監督、岸井ゆきの、深川麻衣、若葉竜也、福嶋更一郎(エグゼクティブ・プロデューサー)、
成宏基(エグゼクティブ・プロデューサー)、前原美野里(プロデューサー)、服部保彦(プロデューサー) 

詩人 リウ・ハオ（劉浩）監督、ソン・ジア、チュー・ヤーウェン 

ザ・リバー エミール・バイガジン監督 

三人の夫 フルーツ・チャン（陳果）監督、クロエ・マーヤン 

堕ちた希望 エドアルド・デ・アンジェリス監督、ピーナ・トゥルコ 

ホワイト・クロウ（原題） レイフ・ファインズ監督、ガブリエル・タナ(プロデューサー) 

コンペティション部門国際審査委員 ブリランテ・メンドーサ、ブライアン・バーク、タラネ・アリドゥスティ、スタンリー・クワン、南果歩 

≪アジアの未来部門≫ 

母との距離 

ペルシ・インタラン監督、テレース・マルバール、ジュン・ロブレス・ラナ(エクゼクティブ・プロデューサー)、
キービー・ビセンテ(脚本)、ジェニエル・モーリチオ(プロデューサー)、ジュリエット・サントス(プロダクショ

ン・コーディネーター) 

海だけが知っている 
ツイ・ヨンフィ監督、ジョン・ジアジュン、リー・フォンイン、ウー・クァンファ(プレゼンター)、ユー・ジーハン
(編集)、ジーン・ヤオ(製作総指揮) 

ソン・ランの響き レオン・レ監督、リエン・ビン・ファット 

武術の孤児 
ホアン・ホアン監督、ジン・ジンチェン、リウ・ジーハン、シー・ジー、グワン・シュエ(エグゼクティブ・プロデ
ューサー) 

アジアの未来 審査員 ジェレミー・スゲ、ピート・テオ、山下敦弘 

≪日本映画スプラッシュ部門≫ 

特別上映 21世紀の女の子 

山戸結希(監督／プロデューサー)、井樫彩(監督)、枝優花(監督)、加藤綾佳(監督)、坂本ユカリ
(監督)、首藤凜(監督)、竹内里紗(監督)、夏都愛未(監督)、東佳苗(監督)、ふくだももこ(監
督)、松本花奈(監督)、安川有果(監督)、山中瑶子(監督)、金子由里奈(監督) 

柳英里紗、北浦愛、杉野希妃、神尾てん子、Lee Yoko、松林うらら、古川琴音、久保陽香、土居
志央梨、小川あん、筒井のどか、三浦透子、清水くるみ、松井玲奈、木下あかり、唐田えりか、竹内
ももこ、詩歩、瀧内公美、手島実優、石橋静河、堀春菜、倉島颯良、福島珠理、日南響子 

あの日々の話 
玉田真也監督、鈴木徳至(プロデューサー)、大高健志(エグゼクティブ・プロデューサー)、山科圭

太、近藤強、前原瑞樹、木下崇祥、野田慈伸、高田郁恵、長井短、菊池真琴 
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海抜 
高橋賢成監督、田村太一(製作)、名取佳輝(製作)、阿部倫士、松﨑岬、佐藤有紗、奥田誠也、

三森晟十朗 

銃 武正晴監督、村上虹郎、広瀬アリス、日南響子、岡山天音、奥山和由(企画／製作) 

鈴木家の嘘 野尻克己監督、岸部一徳、原日出子、木竜麻生、加瀬亮、岸本加世子、大森南朋 

月極オトコトモダチ 穐山茉由監督、徳永えり、芦那すみれ、野崎智子、山田佳奈、三森麻美、入江陽(音楽) 

僕のいない学校 
日原進太郎監督、鋤﨑智哉(共同脚本)、嶺豪一、矢柴俊博、木田尊大、吉川諒、鎌滝勇樹、松
本雄士朗 

漫画誕生 
大木萠監督、イッセー尾形、篠原ともえ、稲荷卓央、モロ師岡、とみやまあゆみ、森田哲夫、東ブク
ロ、新井美和 

メランコリック 
田中征爾監督、皆川暢二、磯崎義知、吉田芽吹、羽田真、矢田政伸、浜谷康幸、ステファニー・ア

リエン 、新海ひろ子、山下ケイジ、大久保裕太、蒲池貴範 

日本映画スプラッシュ 審査員 パオロ・ベルトリン、ノア・コーワン、入江悠 

«特別招待作品部門≫ 

あまのがわ 
森武彦(プロデューサー)、古新舜監督、吉藤オリィ(製作)、井上孝之(製作)、ロナ(製作)、福地桃
子、生田智子 

えちてつ物語～わたし、故郷に帰ってきました。～ 横澤夏子、緒方直人、児玉宜久監督、河合広栄(プロデューサー) 

ギャングース 入江悠監督、加藤諒、渡辺大知、山本舞香、伊東蒼、菅原健 

PSYCHO-PASS Sinners of the System Case.1 ＆ 

Case.2 
PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System 
Case.1 罪と罰 ＆ Case.2 First Guardian 

関智一、野島健児、東地宏樹、塩谷直義監督 

jam SABU監督 

旅猫リポート 福士蒼汰、三木康一郎監督、ナナ、広瀬アリス 

ハード・コア 山下敦弘監督、ロボオ(石井モタコ) 

Merry Christmas!～ロンドンに奇跡を起こした男～ 市村正親 

≪特別上映≫ 

熱狂宣言 奥山和由監督、江角早由里(プロデューサー)、松村厚久、近藤太香巳 

≪Japan Now部門≫ 

Japan Now部門 <映画俳優 役所広司＞ 役所広司、沖田修一監督、白石和彌監督 

カメラを止めるな！ 上田慎一郎監督、濱津隆之、真魚、しゅはまはるみ、秋山ゆずき 

菊とギロチン 韓英恵、仁科あい、和田光沙、川瀬陽太 

≪ワールド・フォーカス部門≫ 

それぞれの道のり 
ウィルソン・ティエン(エグゼクティブ・プロデューサー)、ジョエム・バスコン、ヴィンス・リヨン、カルロ・ヴァ
レンゾーナ(プロデューサー) 

世界はリズムで満ちている ラージーヴ・メーナン監督、ラター(プロデューサー) 

プロジェクト・グーテンベルク フェリックス・チョン(監督)、ジェフリー・チャン(エグゼクティブ・プロデューサー) 

≪国際交流基金アジアセンターpresents CROSSCUT ASIA部門≫ 

ブラザー・オブ・ザ・イヤー ウィッタヤー・トーンユーヨン監督、サニー・スワンメーターノン 

めくるめく愛の詩 ガリン・ヌグロホ監督、アニサ・ヘルタミ 

輝ける日々に（『サニー』ベトナム版） グエン・クアン・ズン監督、ホン・アィン 

音楽とともに生きて ケイリー・ソー監督、ヴィサル・ソック監督 

リスペクト トレブ・モンテラス II監督 、アブラ 

悪魔の季節 シャイーナ・マグダヤオ 
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≪アジア三面鏡≫ 

アジア三面鏡 2018：Journey 
デグナー監督、チェン・ジン、ゴン・チェ、ナンダーミャッアウン、長谷川博己、松永大司監督、エドウィン
監督、ニコラス・サプットゥラ、オカ・アンタラ、アグニ・プラティスタ 

≪ミッドナイト・フィルム・フェス！≫ 

蹴る 中村和彦監督、永岡真理、北沢豪 

ジョホールバル 1997 
植田朝日、黒田耕平、田川博文(チーフプロデューサー)、ワタベカズ彦(アートディレクター／映像王

子)、ヤナガワゴーッ!(スチール) 

 

 

上記ゲストの来場は、全て予定です。変更になる場合もございますのでご了承下さい。 

それに伴いまして、媒体での情報掲載は不可となりますので、合わせてご了承下さい。 
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平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。10月 25日(木)より開催されます、第 31回東京国際映画祭のコンペティシ

ョン部門の審査員全員が勢ぞろいする、「審査委員記者会見」を 10 月 26 日(金)に行います。 

つきましては、下記の日時にて記者会見を行います。ぜひご取材のご検討の程、何卒宜しくお願い申し上げます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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 

記 

【日 時】 平成３０年１０月２６日（金）１０：００～１０：４５ 

 
【場 所】 ＴＯＨＯシネマズ六本木 スクリーン７ 

 東京都港区六本木 6-10-2 六本木ヒルズけやき坂コンプレックス内 
 

  【マスコミ受付】 ９：３０～ ＠TOHO シネマズ六本木 インフォメーション奥（旧カーテンコール） 
      ※取材場所に関しては、【ムービー】⇒在京キー局地上波ＥＮＧ優先の先着順 

【スチール】⇒先着順 

       ※ラインはご用意しております。 

【コンペティション国際審査委員】  
 

審査委員長 ： ブリランテ・メンドーサ 
 

審査委員 ： ブライアン・バーク、タラネ・アリドゥスティ、スタンリー・クワン、南 果歩 

10月２６日（金）実施 

コンペティション部門 

審査委員記者会見のご案内 



 
 
 
 
 

7 

 

日程: 10月 26日（金） 

 

★記者会見 

場所: 六本木ヒルズ アカデミーヒルズ 49 階 タワーホール 

 15:45      マスコミ受付 ＠タワーホール 

 16:15-17:15 記者会見 

 

★舞台挨拶（ワールドプレミア上映前） 

場所: TOHO シネマズ 六本木ヒルズ スクリーン 7 

17:00         マスコミ受付 ＠旧カーテンコール横 非常階段下 

18:00‐18:20  舞台挨拶 
 

記者会見＆舞台挨拶登壇者  ※急遽変更になる可能性もございます。 

デグナー監督         （『海』 監督） 

チェン・ジン             (『海』 母役) 

ゴン・チェ              (『海』 娘役) 

松永大司監督          (『碧朱』 監督) 

長谷川博己           (『碧朱』 鈴木役) 

ナンダー・ミャッアウン       （『碧朱』 スースー役） 

エドウィン監督          (『第三の変数』 監督) 

アグニ・プラティスタ         (『第三の変数』 セカール役) 

オカ・アンタラ           (『第三の変数』 エディ役) 

ニコラス・サプットゥラ       (『海』『碧朱』『第三の変数』 ケンジ役) 

 

★舞台挨拶（ワールドプレミア上映後） 

場所: TOHO シネマズ 六本木ヒルズ スクリーン 7 

19:15         マスコミ受付 ＠旧カーテンコール横 非常階段下 

19:43‐20:08  Q＆A 

 登壇者：テグナー監督、松永大司監督、エドウィン監督 
 

※取材場所に関しては、【ムービー】⇒在京キー局地上波ＥＮＧ優先の先着順  【スチール】⇒先着順 になります。 

※ラインはご用意しております。 
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世界的に活躍しているアジアの気鋭監督 3 名が、ひとつのテーマのもとにオムニバス映画を共同製作する東京国際映

画祭の映画製作プロジェクト「国際交流基金アジアセンター×東京国際映画祭 co-produce アジア・オムニバス映画

製作シリーズ『アジア三面鏡』」。第 2弾は「旅」をテーマに、デグナー、松永大司、エドウィンの若手実力派 3監督が、中

国、ミャンマー、日本を舞台に製作。未来への希望を感じさせる瑞々しい 3作品が揃いました。 

『アジア三面鏡 2018：Journey』の記者会見、ワールドプレミア上映記者会見が、10月 26日（金）に行わ

れます。下記、詳細になります。つきましては、是非ご取材の程、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【アジア三面鏡シリーズに関するお問い合わせ】 

有限会社マーメイドフィルム  tel: 03-3239-9401（代表） 080-3361-6971（古賀） email: koga.ksm@gmail.com 

【本会見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 

『アジア三面鏡 2018：Journey』 
記者会見、 ワールドプレミア上映会のご案内 

mailto:koga.ksm@gmail.com
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お世話になっております。オープニング・クロージング作品に並ぶ、新設部門「GALA スクリーニング」として『人魚の眠る家』 

のワールドプレミア・レッドカーペットイベントを実施いたします。ぜひご取材頂けますよう、ご検討よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本イベントは、別途松竹への取材申し込みが必要です。 

ご取材申し込みご希望の方は、下記までお問い合わせください。 

 

◆日程：１０月２９ 日（月） １６：2０集合 

★集合場所：六本木ヒルズアリーナ （港区六本木６丁目１１−１） 

◆スケジュール 

【レッドカーペットセレモニー＠六本木ヒルズアリーナ】 

（16:15 一般開場） 

16:20  マスコミ受付開始・ムービー抽選・進行説明 

16:40  撮影エリアへご移動・セッティング 

17:10  レセプションイベント・フォトセッション 

17:45  レッドカーペット サウンドバイツ 

18:15  レッドカーペット終了・劇場へご移動 

 

【GALA スクリーニング＠TOHO シネマズ六本木ヒルズ scr7】 

★集合場所：TOHO シネマズ六本木ヒルズ INFO階段奥 

18:45―19:30 舞台挨拶  

◆登壇者：篠原涼子、西島秀俊、 

       坂口健太郎、川栄李奈、山口紗弥加、田中泯、堤幸彦監督  以上予定 

       ※田中泯さんは舞台挨拶のみのご登壇となります。 

 

10月 29日(月)実施 

第 31回東京国際映画祭 GALA スクリーニング 
『人魚の眠る家』 

ワールドプレミア イベントのご案内 

A ムービー台 

B サウンドバイツ 

B サウンドバイツ 

＜マスコミ取材 お問い合わせ＞ 
【紙・電波】松竹(株)映画宣伝部 03-5550-1589（小林幸、長谷部、松浦健、阿部） 

070-3854-7488/arisa_hasebe.shochiku.co.jp(長谷部) 
【WEB】フラッグ 03-6427-9093(濱中、松本）  
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東京国際映画祭を締めくくる「アウォード・セレモニー」では、【各部門の受賞発表】を行います。 

また、【審査員＆受賞者記者会見】も下記にてご案内を致します。ご取材いただきますよう、よろしくお願いいたします。 
 

■タイムスケジュール 

イベント 場所 マスコミ受付 15:00  16:00  17:00  18:00  19:00  20:00  

アウォード・セレモニー EX シアター 14:00 
 

     

審査委員＆ 

受賞者記者会見 

EX シアター内  

カフェ（2F）  
16:30   

 
   

 

アウォード・セレモニー 
 

会場: EX シアター六本木   時間:15：00～17：00(予定) 

■内容：各賞の受賞発表 

コンペティション部門：東京グランプリ／東京都知事賞、審査員特別賞、最優秀監督賞、最優秀女優賞、 

最優秀男優賞、最優秀芸術貢献賞、最優秀脚本賞 Presented by WOWOW、観客賞 

  アジアの未来部門：アジアの未来 作品賞、国際交流基金アジアセンター特別賞 

日本映画スプラッシュ部門：日本映画スプラッシュ作品賞、日本映画スプラッシュ監督賞賞金 

東京ジェムストーン賞 

■登壇予定者 各部門審査委員、受賞者ほか 

■受付：時間：14：00～   場所： EX シアター六本木 １F 

※ムービー⇒在京キー局地上波 ENG優先の先着順です。※ラインのご用意はございます。 

スチール⇒先着順です  記者の方⇒記者席でのご取材になります。 

※ご取材多数の場合、スペースの都合上ご取材頂けない場合がございますのでご了承下さい。 

※セレモニーの途中入退場は出来ませんので、ご了承の程宜しくお願い致します。 
 

審査委員＆受賞者記者会見 
 

会場：EX シアター六本木 2F カフェ     時間：17：30～19：30(予定) 

■内容：コンペティション審査委員による総評、各賞受賞者記者会見 

■受付：時間：16：30～   場所：EX シアター六本木 １F 

※セレモニーご取材の媒体を優先に、その後先着順にてご案内致します。 

※スペースの関係上、申し訳ございませんがスチールのご取材は出来ません。会見後オフィシャル写真をイメージネットへアッ

プさせて頂きますのでご使用下さい。  ※座席に限りがございますのでご取材出来ない可能性がございます。 

※セレモニーの終了時間により、お時間前後する可能性がございます。ご了承下さい。  

※国際映画祭の公式イベントのため、ご取材される皆様はフォーマル（ビジネススーツ可）着用必須となります。 

ご了承のほどよろしくお願いいたします。 

 

15:00–17:00 

17:30 – 19:30 

11月 2日（金）実施 

第 31回東京国際映画祭 アウォード・セレモニー 

東京グランプリほか各部門の受賞発表 

＜ご取材のご案内＞ 
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「アウォード・セレモニー」 「審査委員＆受賞者記者会見」 

 

 

返信先 映画祭事務局 03-6226-3023 

※大変恐縮ですが１１月１日（木）正午までにご返信いただけますよう 

何卒よろしくお願い申し上げます。 

    御社名     媒体名              

ご担当者名    携帯番号             

お   電話番号     FAX番号              

 
★クロージングセレモニー ■記者 □    ■スチール□ 

ムービー    ■ENG □    ■デジ   □ 
 
★審査委員＆受賞者記者会見        ■記者   □ 

           ムービー    ■ENG □    ■デジ   □ 
 

※スペースの関係上、「審査委員＆受賞者記者会見」はスチールはご取材頂けません。両イベント後、オフ

ィシャル写真をイメージネットへアップさせて頂きますのでご使用下さい。何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

 
 

 

 

 

 

【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 
 

ご出欠返信用 FAX用紙  

松竹・映画宣伝部  FAX：０３－５５５０－１６４６ 

≪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 

 

mailto:info01@mobo-moga.com
mailto:tiff-press@tiff-jp.net
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アニメーション映画『GODZILLA』三部作の最終章。ゴジラ映画史上初の 3DCG 

アニメーション作品である第一章『GODZILLA 怪獣惑星』、〈メカゴジラ〉の 

新解釈で観客を圧倒した第二章『GODZILLA 決戦機動増殖都市』。 

そして、最終章を迎えた本作『GODZILLA 星を喰う者』では、超科学が 

生み出した〈メカゴジラシティ〉をも焼き尽くし、地上の覇者となった究極の 

生命〈ゴジラ・アース〉と高次元怪獣〈ギドラ〉がついに激突します。 

声の出演として、宮野真守、櫻井孝宏、花澤香菜ら人気・実力を兼ね備えた 

声優陣が顔を揃えています。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

映画祭の最後を締めくくる 11 月 3 日（土・祝）は、クロージング作品『GODZILLA 星を喰う者』のワールドプレミア上映および、

舞台挨拶イベントを実施いたします。第31回東京国際映画祭アンバサダーの松岡茉優さん、『GODZILLA 星を喰う者』の監督、

声優陣、そして〈ゴジラ〉も登壇予定です。ぜひご取材の程、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 
  クロージング作品：『GODZILLA 星を喰う者』 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

11月3日（土）実施 

第31回東京国際映画祭クロージング作品上映 

『GODZILLA 星を喰う者』ワールドプレミア 

 

＜上映＆舞台挨拶の概要＞ 

日程 ：11月 3日（土）  場所: 東京国際フォーラム ホール C （千代田区丸の内３丁目５−１） 

時間 ：12:30開場 

       12:50 マスコミ受付開始 

13:30開演 

13:30~13:45  クロージング上映前イベント 

13:45~14:30  GODZILLA ワールドプレミア（完成披露上映会舞台挨拶） 

14:30~本編上映 

登壇者：●クロージング上映前イベント  

         松岡茉優（第 31回東京国際映画祭アンバサダー） 

         久松猛朗（第 31回東京国際映画祭フェスティバルディレクター） 

      ●『GODZILLA 星を喰う者』ワールドプレミア上映 

宮野真守（主人公ハルオ役）、櫻井孝宏（メトフィエス役） 

花澤香菜（ユウコ役）、上田麗奈（マイナ役）、小澤亜李（ミアナ役） 

静野孔文監督、瀬下寛之監督、ゴジラ（予定） 

※GODZILLA ワールドプレミアに関するマスコミ取材お問い合わせ 

⇒ブラウニー橋本 TEL: 03-3351-1538 / Email: info@eigapub.com 

  

 

mailto:info@eigapub.com

