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10月 28日（月） 

オープニングイベント（レッドカーペット、セレモニー、OP上映）2P~5P 

 

10月 29日（火） 

コンペティション部門 審査委員記者会見         6P 

 

10月 31日（木） 

GALA スクリーニング       7P 

            

11月 5日（火） 

クロージングセレモニー                    8P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

【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 (山崎、楽満) 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  sck-iwadate@mobo-moga.com

重 要 

第 32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 

 

※10月 27日 (日) オープニング・イブのイベント（『決算！忠臣蔵』） 

に関する情報につきましては、主催の松竹株式会社ご担当者さまにお問い合わせください。 

mailto:tiff-press@tiff-jp.net
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！ 
10月 28日（月） オープニングイベントご取材のお願い 

【登場ゲスト＆セレモニー概要のご案内】 
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ご案内いたします。

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。 

※取材ポイントの詳細またご取材申し込み用紙につきましては、10月 15日（火）配信のリリースをご確認ください。 

申し込み締め切りは【25日（金）18：00】となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程 ： １０月２8日（月） 

■レッドカーペット            １５時００分～１８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～１９時 00分  場所：グランドハイアット東京 
※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い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（ペン記者のみ） １５時００分～  場所：六本木アカデミーヒルズ４９F タワーホール 

■オープニング上映舞台挨拶    １９時００分～１９時４５分   場所：EX THEATER 

＜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 

＜ペン記者の方＞  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） 
※在京キー局 ENG は 13 時 15分抽選。13 時 15 分までにお越し頂けない場合は、先着順となります。 

※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。 

※14 時 30分以降のステージ横・正面受付は、六本木ヒルズアリーナ内受付テントとなります。 
 

【オープニングセレモニー】  
１６時３０分～１８時００分 ／ 場所 ： グランドハイアット東京 ３F グランドボールルーム入口 
※１８時００分以降にお越しの方はご入場いただけません。 
 

【カーペット＆セレモニー中継】※ペン記者のみ  
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概要＞ 
■主な登壇者(予定)：第 32回東京国際映画祭フェスティバル・ミューズ：広瀬アリス 

オープニング作品『男はつらいよ お帰り 寅さん』： 

倍賞千恵子、吉岡秀隆、後藤久美子、前田吟、夏木マリ、浅丘ルリ子、山田洋次監督 

              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）、ビル・ガーバー、ジュリー・ガイエ、マイケル・ノアー、廣木隆一 
 
■内容(予定)：第 32回東京国際映画祭フェスティバル・ミューズの紹介・挨拶 

              オープニング作品ゲストの紹介・挨拶、コンペティション部門国際審査委員長の挨拶ほか 
 

＜オープニング上映 舞台挨拶概要＞ 

 【会場】      EX THEATER(東京都港区西麻布 1-2-9) 

 【マスコミ受付】 １７時３０分～           スチール／ムービー 

              １９時００分～１９時４０分  舞台挨拶 

 【受付場所】   EX THEATER１F メイン出入口エントランス受付カウンター 

 【登壇者】(予定) 倍賞千恵子、吉岡秀隆、後藤久美子、前田吟、夏木マリ、浅丘ルリ子、山田洋次監督 

※イベント詳細、取材申し込みにつきましては、配給：松竹株式会社より後日配信されるリリースをご確認下さい。 

※会場へ入場する際に、荷物チェックを行わせていただきますので、ご了承ください。 
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第 32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。 

 

※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 32回東京国際映画祭フェスティバル・ミューズ 広瀬アリス 

≪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、吉岡秀隆、後藤久美子、前田吟、夏木マリ、浅丘ルリ子 

«GALA スクリーニング≫ 

カツベン！ 周防正行監督 

≪コンペティション部門≫ 

喜劇 愛妻物語 
足立紳監督、濱田岳、水川あさみ、代情明彦(プロデューサー)、西川朝子(プロデューサ
ー)、森重宏美(アソシエイトプロデューサー)、長汐佑人(アソシエイトプロデューサー) 

チャクトゥとサルラ ワン・ルイ(監督)、ジリムトゥ、タナ 

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 

湖上のリンゴ レイス・チェリッキ(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 

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 

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

戦場を探す旅 マリック・ジディ 

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、 
マーコ・ロランセン(プロデューサー) 

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）、ビル・ガーバー、ジュリー・ガイエ、マイケル・ノアー、廣木隆一 

≪アジアの未来部門≫ 

エウォル～風にのせて バク・チョル(監督／脚本)、イ・ヨノ(プロデューサー) 

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、ビアンカ・バルブエナ(プロデューサ

ー)、ベンジャミン・ハデロ(プロダクション／デザイナー)、カルロ・タビヘ(プロダクション・デザイ
ナー)、ベンジャミン・トレンティーノ(編集)、エイプリル・バチカン(ラインプロデューサー)、クリ
ス・ガスメン(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、ケヴィン・チュー、キャンディス・ユー、ジャ
クリーン・リウ(プロデューサー) 

ファストフード店の住人たち 

ウォン・シンファン監督、アーロン・クォック、ミリアム・ヨン、チャン・ロー・チウ・アンガス(エグゼク
ティブプロデューサー)、チョン・キット・ニー(チーフプロデューサー)、リョン・メイ・メイ(マネージ

ャー)、ティン・ホー・ラム・ゲイリー(マネージャー) 

アジアの未来 審査員 エレナ・ポラッキ、ピムパカー・トーウィラ、中村義洋 

≪日本映画スプラッシュ部門≫ 

i －新聞記者ドキュメント－ 河村光庸(プロデューサー)、望月衣塑子 

叫び声 
渡辺紘文監督、渡辺雄司(音楽監督)、方又玹(撮影監督)、渡辺秀樹(プロデューサー)、

渡辺あけみ(プロデューサー)、久次璃子、久次啓太、須戸菜々香 

猿楽町で会いましょう 
児山隆監督、金子大地、石川瑠華、栁俊太郎、小西桜子、前野健太、長友郁真、 
呉城久美、神康幸(エグゼクティブプロデューサー)、利光佐和子(プロデューサー) 
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タイトル、拒絶 

山田佳奈監督、内田英治(プロデューサー)、藤井宏二(プロデューサー)、伊藤沙莉、 

恒松祐里、佐津川愛美、森田想、円井わん、行平あい佳、片岡礼子、野崎智子、 
大川原歩、池田大、般若、田中俊介 

テイクオーバーゾーン 山嵜晋平監督、吉名莉瑠、内田慈、糸瀬七葉 

どうしようもない僕のちっぽけな世界は、 倉本朋幸監督、郭智博、古田結凪、和希沙也、冨手麻妙、後藤剛範、カトウシンスケ 

花と雨 

土屋貴史監督、SEEDA(原案／音楽プロデューサー／エグゼクティブプロデューサー)、 

笠松将、大西礼芳、岡本智礼、中村織央、光根恭平、紗羅マリー、花沢将人、 
タイプライター(音楽プロデューサー)、仙人掌(音楽プロデューサー) 、 
Calum(音楽プロデューサー)、藤田晋(プロデューサー) 

ミセス・ノイズィ 

天野千尋監督、横山勇人(プロデューサー)、井出清美(プロデューサー)、篠原ゆき子、 

大高洋子、新津ちせ、三坂知絵子、長尾卓磨、松枝佳紀(プロデューサー)、米本来輝、 
三輪隆、風祭ゆき、阿部凖也 

れいわ一揆 
原一男監督、安冨歩、舩後 靖彦、渡辺照子、三井義文、辻村千尋、片岡祐介、田崎
健、金田慶子、江渕未帆、島野千尋(プロデューサー) 

日本映画スプラッシュ 審査員 クリスチャン・ジュンヌ、ナム・ドンチュル、大九明子 

«特別招待作品部門≫ 

アースクエイクバード アリシア・ヴィキャンデル、小林直己、ウォッシュ・ウェストモアランド監督 

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

オルジャスの白い馬 竹葉リサ監督、エルラン・ヌルムハンベトフ監督 

“隠れビッチ”やってました。 佐久間由衣、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、片渕須直監督、丸山正雄(企画)、真木太郎(プロデューサー) 

殺さない彼と死なない彼女 
間宮祥太朗、桜井日奈子、恒松祐里、堀田真由、箭内夢菜、ゆうたろう、 
奥華子(音楽・主題歌)、小林啓一監督 

NO SMOKING 細野晴臣、水原希子、水原佑果、佐渡岳利監督 

ひとよ 白石和彌監督、佐藤健、鈴木亮平、松岡茉優 

HUMAN LOST 人間失格 花澤香菜、木﨑文智監督、冲方丁(ストーリー原案・脚本) 

≪特別上映≫ 

シネマ歌舞伎 女殺油地獄 松本幸四郎 

その瞬間、僕は泣きたくなった －CINEMA FIGHTERS project－ 
別所哲也、行定勲監督、小林直己、松永大司監督、今市隆二、洞内広樹監督、 
佐野玲於、井上博貴監督 

≪Japan Now部門≫ 

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(脚本家)、望月歩、森岡龍 

３７セカンズ 
HIKARI監督、佳山明、神野三鈴、大東駿介、渡辺真起子、熊篠慶彦、萩尾みのり、 
芋生悠、山口晋(プロデューサー)、小泉朋(プロデューサー) 

タロウのバカ 

大森立嗣監督、YOSHI、奥野瑛太、豊田エリー、植田紗々、角谷藍子、門矢勇生、 

荒巻全紀、葵揚、ACE、仲野太賀、 
近藤貴彦(プロデューサー)、金井隆治(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、厚木拓郎、細山田隆人、細田善彦、吉田玲、成海璃子、 

山崎紘菜、奥山和由(製作総指揮)、大林恭子(プロデューサー) 

≪ワールド・フォーカス部門≫ 

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 

フードロア：彼は魚をさばき、彼女は花を食べる ファン・ダン・ジー(監督／脚本) 

チェリー・レイン 7番地 ヨンファン監督 

≪国際交流基金アジアセンター presents CROSSCUT ASIA ♯06 ファンタスティック！ 東南アジア≫ 

存在するもの ケント・ゴンザレス 
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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、ワンイー・ヒンドラワン・

プラティクニョ(プロデューサー)、ハンス・アンドレアス(アシスタント・プロデューサー) 

停止 ピンキー・アマドア、マラ・ロペス 

永遠の散歩 マティー・ドー監督 

リリア・カンタペイ、神出鬼没 アントワネット・ハダオネ監督、カルロ・カヌー 

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、ボーイ・イニゲス(撮影監督) 
デニス・チャム(音響) 

フォークロア：母の愛 ジョコ・アンワル監督 

フォークロア：TATAMI 齊藤工監督、北村一輝 

≪ジャパニーズ・アニメーション THE EVOLUTION OF JAPANESE ANIMATION／VFX≫ 

THE EVOLUTION OF JAPANESE ANIMATION／VFX 

渡辺歩(「海獣の子供」監督)、秋本賢一郎(「海獣の子供」CGI監督)、 
青木正貴(「海獣の子供」アニメーションプロデューサー)、 
田中栄子(「海獣の子供」プロデューサー)、ケムール人(ウルトラ Q 登場怪人)、 

ガラモン(ウルトラ Q 登場怪獣)、カネゴン(ウルトラ Q 登場怪獣)、 

≪スポンサー関連≫ 

アメリカン航空 MIYAVI(ブランドアンバサダー)、内藤隆嗣監督、伊藤友樹 

≪共催・提携企画≫ 

「SKIP シティ国際 Dシネマ映画祭 2019」受賞作品上映 
壷井濯監督、柗下仁美(副プロデューサー／撮影)、青木柚、五味未知子、半田美樹、 
藤田晃輔、櫻井保幸、矢崎初音、下村花、三坂知絵子 

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 2019」グランプリ受賞作品上映 

中尾広道(監督／主演)、山口優衣監督、滝田匠、狩野ゆま、向井彩恵、松田美優莉、 
大澤由理、阿部太郎(カメラマン) 

 

 

 

 

 
 

【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、楽満)  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 

≪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:tiff-press@tiff-jp.net
mailto:tiff-press@tiff-jp.net


   

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。10月28日(月)より開催されます、第3２回東京国際映画祭のコンペティショ

ン部門の審査委員全員が勢ぞろいする、審査委員記者会見を 10月 29日(火)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

10月２９日（火）実施 

コンペティション部門 

審査員記者会見のご案内 

記 

【日 時】    令和元年１０月２９日（火）１０：３０～１１：１５ 

 
【場 所】    ＴＯＨＯシネマズ六本木ヒルズ 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】 １０：００～＠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） 
          ※取材場所に関しては、【ムービー】⇒先着順になります。 

【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。 

【コンペティション国際審査委員】  
 

審査委員長 ： チャン・ツィイー（章子怡／女優） 

審査委員   ： 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（監督）、廣木隆一（監督） 

チャン・ツィイー 

マイケル・ノアー 

廣木 隆一 

ジュリー・ガイエ ビル・ガーバー 
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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び映画祭期間中のハイライトとして、観客および世界に注目してほし

い作品をセレクトした「GALA スクリーニング」作品として上映される『カツベン！』のレッドカーペットセレモニーを実施いたします。ぜひご

取材頂けますよう、ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■GALA スクリーニング作品 『カツベン！』 
 

周防正行監督、待望の最新作！ 

『Shall we ダンス？』や『それでもボクはやってない』など数々の名作を世に送り出してきた周防

正行監督が今回選んだテーマは、しゃべりのスペシャリスト“活動弁士”！ 七色の声を持つ天才

的な活動弁士の主人公には成田凌が抜擢。「声」にまつわる壮絶なオーディションを勝ち抜き、映

画初主演に挑戦する。ヒロインには若手最注目の黒島結菜。さらに永瀬正敏、高良健吾、井上

真央、音尾琢真、竹野内豊など周防組初参加の面々に加え、竹中直人、渡辺えり、小日向

文世ら周防作品おなじみの実力派キャストたちが集結。彼らが演じる一癖も二癖もある個性的

なキャラクターたちとともに、笑って、泣ける、極上のエンターテインメントの幕が開く！ 
 

監督：周防正行 

出演：成田凌、黒島結菜 ほか 

配給：東映    （2019年 12 月 13日公開／日本） 

 

※本イベントは、別途東映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、24日(予定)に東映より配信予定のプレスリリースをご確認ください。 

 

 
◆日程：１０月３１日（木） 

★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】 

15:40～17:05  マスコミ受付開始・ムービー抽選・進行説明 

17:0５～      レッドカーペット イベント 

18:20 まで     レッドカーペット終了 

 

【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 

19:00～19:30 上映前舞台挨拶 

◆登壇者：成田凌 黒島結菜 永瀬正敏 高良健吾 音尾琢真 渡辺えり  

小日向文世 竹野内豊 周防正行監督 

※登壇者は予告なく変更の可能性がございます。 

※舞台挨拶の取材はレッドカーペットを取材された方のみ可能となりますので、ご了承ください。 

＜マスコミ取材 お問い合わせ＞ 
 東映（株） 映画宣伝部 03-3535-7193 

10月 31日(木)実施 

第 32回東京国際映画祭 GALA スクリーニング 
『カツベン！』 

レッドカーペットセレモニーご取材のお願い 

©2019「カツベン！」製作委員会 
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東京国際映画祭を締めくくる「クロージングセレモニー」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。 
 

クロージングセレモニー 
 

■日程:11月 5日（火） 15：30～17：30(予定) 

■会場: 東京国際フォーラム ホール C（東京都千代田区丸の内 3丁目 5番 1号）    

■受付：14：00～ 在京キー局 ENGは 15：00 まで   場所： 国際フォーラム ホール C １F 

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

スチール⇒先着順です。  ペン記者の方⇒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。 

■内容：各賞の受賞発表※発表部門＆賞は下記となります。 

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、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 

東京ジェムストーン賞など 

■登壇予定者 各部門審査委員、受賞者ほか 

 

審査委員＆受賞者記者会見 
 

■日程：11月 5日（火） 18：00～20：00(予定)  

■会場：東京国際フォーラム ホール C １F ロビー 

■受付：17：00～  場所： 国際フォーラム ホール C １F 

■内容：コンペティション審査委員による総評、各賞受賞者の記者会見 

 

※セレモニーをご取材された媒体を優先に、その後先着順にてご案内致します。 

※スペースの関係上、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。 

※座席に限りがございますのでご取材いただけ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。  

※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。 
 
 
 

【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、楽満)  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 

第 32回東京国際映画祭のフィナーレを飾る!! 

東京グランプリほか各部門の受賞発表 

11月 5日（火）クロージングセレモニー 

審査委員＆受賞者記者会見 

＜ご取材のお願い＞ 
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11/5(火)「クロージングセレモニー」 「審査委員＆受賞者記者会見」 

 

 

返信先 映画祭事務局 03-6226-3023 

【１１月４日（月）18：00 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 □   ■スチール不可 

ムービー    ■ENG □    ■デジ   □ 
 

※会場のスペースの関係上、「審査委員＆受賞者記者会見」においてスチール撮影はできません。ご了承ください。 

※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 TEL03-6226-3012/FAX03-6226-3023 
＜紙・電波媒体＞ 樂舎 (山崎、楽満)  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

 

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:tiff-press@tiff-jp.net
mailto:tiff-press@tiff-jp.net

