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第 32回東京国際映画祭 10月 28日よりいよいよ開幕！！ 

世界各国から豪華ゲストの参加続々決定！！ 
 
 
 
 

 

 プレスリリース                         2019年 10月 11日（金）15時解禁 

平素よりお世話になっております。いよいよ 10月 28 日（月）より第 32 回東京国際映画祭が開幕となります。 
 

今年はオープニング作品『男はつらいよ お帰り 寅さん』、GALA スクリーニング作品『カツベン！』から豪華
俳優・女優陣の参加を予定しています。そして映画祭の顔となるコンペ部門の『喜劇 愛妻物語』からは濱田岳と
水川あさみも参加が決定！！また、コンペティション部門の審査委員長として、チャン・ツィイー が務める等、世
界各国より豪華ゲストが来日予定！ 
つきましては、会期中の主なゲストを下記にて紹介させて頂きます。是非、開催期間を通してご取材を頂けますよう
お願い申し上げます。 

 

第 32 回東京国際映画祭 登壇予定ゲスト一覧 
＜＜オープニング作品＞＞ 

『男はつらいよ お帰り 寅さん』 

山田洋次（監督）、倍賞千恵子（女優）、吉岡秀隆（俳優）、後藤久美子（女優）、 

前田吟（俳優）、夏木マリ（女優）、浅丘ルリ子（女優） 

＜＜GALA スクリーニング作品＞＞ 

『カツベン！』 

周防正行（監督）、成田凌（俳優）、黒島結菜（女優）、永瀬正敏（俳優）、高良健吾（俳優）、 

音尾琢真（俳優）、渡辺えり（女優）、小日向文世（俳優）、竹野内豊（俳優）   

＜＜コンペティション 部門＞＞ 

国際審査委員：チャン・ツィイー（章子怡）（女優）、ビル・ガーバー（プロデューサー） 

ジュリー・ガイエ（女優／プロデューサー）、マイケル・ノアー（映画監督）、廣木隆一（映画監督） 

作品名 来場予定ゲスト 

列車旅行のすすめ アリツ・モレノ（監督） 

アトランティス 
ヴァレンチン・ヴァシャノヴィチ（監督／脚本／撮影監督／編集／プロデューサ

ー）、アンドリー・リマルーク（俳優） 

喜劇 愛妻物語 足立紳（監督）、濱田岳（俳優）、水川あさみ（女優） 

チャクトゥとサルラ ワン・ルイ（監督）、ジリムトゥ（俳優） 

ディスコ 
ヨールン・ミクレブスト・シーヴェシェン（監督／脚本）、ヨセフィン・フリーダ・ペターセ

ン（女優） 

湖上のリンゴ レイス・チェリッキ（監督／脚本／編集）、ディレキ・アイドゥン（プロデューサー） 

ジャスト 6.5 
サイード・ルスタイ（監督／脚本）、ペイマン・モアディ（俳優）、ナヴィド・モハマドザ

デー（俳優） 

ラ・ヨローナ伝説 ハイロ・ブスタマンテ（監督／脚本／編集） 

マニャニータ 
ポール・ソリアーノ（監督／エクゼクティブ・プロデューサー／プロデューサー）、ベ

ラ・パディーリャ（女優） 

ネヴィア ヌンツィア・デ・ステファノ（監督／脚本）、ヴィルジニア・アピチェラ（女優） 

動物だけが知っている ドゥニ・メノーシェ（俳優）、ナディア・テレスツィエンキーヴィッツ（女優） 

ばるぼら 手塚眞（監督） 

戦場を探す旅 オーレリアン・ヴェルネ＝レルミュジオー（監督／脚本）、マリック・ジディ（俳優） 

わたしの叔父さん 
フラレ・ピーダセン（監督／脚本／撮影／編集）、イェデ・スナゴー（女優）、マーコ・

ロランセン（プロデューサー） 

 

 



＜＜アジアの未来 部門＞＞ 

作品名 来場予定ゲスト 

エウォル～風にのせて バク・チョル（監督／脚本） 

失われた殺人の記憶 キム・ハラ（監督） 

モーテル・アカシア ブラッドリー・リュウ（監督／プロデューサー）JC・サントス（俳優） 

50人の宣誓 モーセン・タナバンデ（監督／脚本） 

死神の来ない村 レザ・ジャマリ（監督／脚本／プロデューサー） 

ある妊婦の秘密の日記 ジョディ・ロック（監督／脚本／原案）、ダダ・チャン（女優） 

夏の夜の騎士 ヨウ・シン（監督／脚本） 

ファストフード店の住人たち ウォン・シンファン（監督） 
 

＜＜日本映画スプラッシュ 部門＞＞ 

作品名 来場予定ゲスト 

叫び声 渡辺 紘文（監督）、渡辺 雄司（音楽監督） 

猿楽町で会いましょう 金子大地（俳優）、石川瑠華（女優）、児山 隆（監督／脚本） 

タイトル、拒絶 山田佳奈（監督）、伊藤沙莉（女優）、森田想（女優）、田中俊介（俳優） 

テイクオーバーゾーン 山嵜 晋平（監督）、吉名 莉瑠（女優）、内田 慈（女優） 

れいわ一揆 原 一男（監督）、島野 千尋（プロデューサー）、安冨 歩（出演） 
 

＜＜特別招待作品 部門＞＞ 

作品名 来場予定ゲスト 

アースクエイクバード 
ウォッシュ・ウエストモアランド（監督）、アリシア・ヴィキャンデル（女優）、

小林直己（俳優） 

オーバー・エベレスト 陰謀の氷壁 
役所広司（俳優）、テレンス・チャン（プロデューサー）、ユー・フェイ（監督／

脚本）、チャン・ジンチュー（女優）、リン・ボーホン（俳優） 

“隠れビッチ”やってました。 
佐久間由衣（女優）、村上虹郎（俳優）、大後寿々花（女優）、小関裕太（俳

優）、三木康一郎（監督） 

この世界の（さらにいくつもの）片隅に 

［特別先行版］ 
のん（女優）、岩井七世（女優）、コトリンゴ（音楽）、片渕須直（監督／脚

本） 

殺さない彼と死なない彼女 間宮祥太朗（俳優）、桜井日奈子（女優）、小林啓一（監督／脚本） 

NO SMOKING 佐渡岳利 (監督） 

ヒックとドラゴン 聖地への冒険 ディーン・デュボア（監督／脚本／製作総指揮） 

ひとよ 白石和彌（監督） 

HUMAN LOST 人間失格 木﨑文智（監督） 
 

＜＜特別上映 部門＞＞ 

作品名 来場予定ゲスト 

その瞬間、僕は泣きたくなった 
 －CINEMA FIGHTERS project－ 

今市隆二（俳優）、松永大司（監督） 

ヒックとドラゴン ディーン・デュボア（監督／脚本） 

ノンフィクションＷ 大林宣彦＆恭子の

成城物語 [完全版] ～夫婦で歩んだ

60年の映画作り～ 

犬童一心（企画・構成）、高橋栄樹（演出） 

シネマ歌舞伎 女殺油地獄 松本幸四郎 

帰郷 仲代達矢（俳優） 

初恋のきた道 チャン・ツィイー（女優） 

 



＜＜ワールドフォーカス 部門＞＞ 

作品名 来場予定ゲスト 

フードロア・シリーズ（彼は魚をさば

き、彼女は花を食べる／Island of 

Dreams） 

ファン・ダン・ジー（監督／脚本）、エリック・マッティ（監督） 

ファイアー・ウィル・カム オリヴァー・ラクセ (監督／脚本) 

ミンダナオ ブリランテ・メンドーサ（監督／プロデューサー）、アレン・ディソン（俳優） 

サイエンス・オブ・フィクションズ ヨセプ・アンギ・ヌン（監督／脚本／編集） 

私たちの居場所 コンデート・ジャトゥランラッサミー（監督）、ジェニス・オープラサート（女優） 

チェリー・レイン 7番地 ヨン・ファン (監督／美術監督／作曲) 
 

＜＜Japan Now 部門＞＞ 

作品名 来場予定ゲスト 

WE ARE LITTLE ZOMBIES 長久允（監督） 

五億円のじんせい 文晟豪（監督）、蛭田直美（脚本）、望月歩（俳優） 

３７セカンズ HIKARI（監督）、佳山明（女優）、神野三鈴（女優）、大東駿介（俳優） 

さよならくちびる 塩田明彦（監督） 

タロウのバカ 大森立嗣（監督）、YOSHI（俳優） 

引っ越し大名！ 犬童一心（監督） 

蜜蜂と遠雷 石川慶（監督） 

宮本から君へ 池松壮亮（俳優）、佐藤順子（プロデューサー） 

海辺の映画館―キネマの玉手箱 
大林宣彦（監督）、常盤貴子（女優）、厚木拓郎（俳優）、細山田隆人（俳

優）、細田善彦（俳優）、吉田玲（女優）、山崎紘菜（女優） 

花筐／HANAGATAMI 大林宣彦（監督）、常盤貴子（女優） 

異人たちとの夏 大林宣彦（監督）、秋吉久美子（女優） 
 

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

作品名 来場予定ゲスト 

存在するもの 
エリック・マッティ（監督／エグゼクティブ・プロデューサー）、ケント・ゴンザ

レス（俳優） 

フォックストロット・シックス 
ランディ・コロンピス（脚本／監督／プロデューサー）、オカ・アンタラ（俳

優） 

停止 ピンキー・アマドア（女優）、マラ・ロペス（女優） 

死を忘れた男 ヴィクター・ヴー（監督／脚本） 

永遠の散歩 マティー・ドー（監督） 

Sisters 
プラッチャヤー・ピンゲーオ（監督／プロデューサー／原案）、プロイユコ

ン・ロージャナカタンユー（女優） 

リリア・カンタペイ、神出鬼没 
シーグリッド・アーンドレア P・ベルナード（監督）、アントワネット・ハダオネ

（監督）、マティー・ドー（監督） 

それぞれの記憶 シーグリッド・アーンドレア P・ベルナード（監督） 

フォークロア・シリーズ（母の愛／

TATAMI） 
 ジョコ・アンワル（監督）、齊藤 工（監督）、北村一輝（俳優） 

 

＜＜ジャパニーズ・アニメーション 部門＞＞ 

作品名 来場予定ゲスト 

白蛇伝 4Kデジタルリマスター版 近藤修治（東映アニメーション デジタル復元担当） 

海獣の子供 渡辺歩(監督)、小西賢一（キャラクターデザイン・総作画監督・演出）、秋本



【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 TEL03-6226-3012/FAX03-6226-3023 

＜紙・電波媒体＞ 樂舎 (山崎)  TEL 03-5457-2238 FAX 03-5457-2239 desk@rakusha.co.jp 

＜WEB 媒体＞ (株)モボ・モガ (岩館)  TEL 03-6910-2007 FAX 03-6273-3818 sck-iwadate@mobo-moga.com 

賢一郎（CGI監督） 

きみと、波にのれたら チェ・ウニョン(プロデューサー) 

プロメア 今石洋之（監督）、中島かずき（脚本） 

若おかみは小学生！ 高坂希太郎（監督） 

ULTRAMAN ARCHIVES「ウルトラ Q」

「2020年の挑戦」4K上映＆Premium 

Talk 

中島かずき（劇作家、脚本家） 

ULTRAMAN ARCHIVES「ウルトラ Q」

「ガラモンの逆襲」4K上映＆

Premium Talk 

伊藤和典（脚本家） 

ULTRAMAN ARCHIVES「ウルトラ Q」

「東京氷河期」4K上映＆Premium 

Talk 

隠田雅治（円谷プロ 製作本部長） 

ULTRAMAN ARCHIVES「ウルトラ Q」

「カネゴンの繭」4K上映＆Premium 

Talk 

雨宮哲（アニメーション監督） 

 

＜＜ユース 部門＞＞ 

作品名 来場予定ゲスト 

山崎バニラの活弁小絵巻 2019  山崎バニラ（活動写真弁士） 

人生、区切りの旅 エルヴァル・ アダルステインズ (監督／プロデューサー) 

約束の地のかなた 
ヴィクトル・リンドグレーン (監督／脚本／編集), テレース・ヘーグベリ

(プロデューサー） 
 

＜＜その他イベント＞＞ 

イベント名 来場予定ゲスト 

『東京国際映画祭×ホリエモン SAKE

＆GOURMET祭』 
堀江貴文 

ウルトラ怪獣の誕生『ウルトラ Q』から

『ウルトラマン』へ 

黒部 進（俳優「ウルトラマン」ハヤタ隊員役） 

桜井浩子（女優「ウルトラ Q」江戸川由利子役、「ウルトラマン」フジ・アキ

コ隊員役）、カネゴン、ガラモン、ペギラ、ケムール人 

｢おジャ魔女どれみ」20周年記念イベ

ント in TIFF 新作『魔女見習いをさが

して』スペシャルトーク＆旧作3作上映

会 

関 弘美（プロデューサー）、佐藤順一（監督）、鎌谷 悠（監督）、栗山 緑

（脚本）、馬越嘉彦（キャラクターデザイン／総作画監督） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

第 32回東京国際映画祭映画祭のご取材には、プレスパス登録が必須となります。 
プレスパスをお持ちでない場合、映画祭開催期間中のご取材はご遠慮いただいております  
ご登録がまだの方は、映画祭公式サイトよりご登録頂けますようお願い申し上げます。 

■最終登録締切：2019年 10月 15日（火）23時 59分迄 
＜プレスパスに関してのお問い合わせ＞ 東京国際映画祭事務局 プレスパス担当 E-MAIL：tiff-press@tiff-jp.net 

 

 

＜第 32 回東京国際映画祭 開催概要＞ 

■開催期間：2019年 10月 28日（月）～11月 5 日（火） 

■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) 他 

■公式サイト：www.tiff-jp.net 

 

 

 

 

 

プレスパスをお持ちでない場合、映画祭開催期間中のご取材はご遠慮いただいております。 

詳しくは東京国際映画祭公式ＨＰをご確認ください。 

 

 

以上、現 10/10（木）時点での情報となります。随時変更の可能性がございますのでご了承下さい。 


