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Focus on Asia Fukuoka International Film Festival 2019

Screening Schedule

【 上映スケジュール 】

New and Much Talked About Films from Asia

UC 5 …United Cinemas Canal City 13 Screen No.5
UC 13…United Cinemas Canal City 13 Screen No.13
Ciné-Là…Fukuoka City Public Library Movie Hall Ciné-Là
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Tehran: City of Love
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ゲスト
Guests
Q&A

10：00〜
（97min.）
誰かの妻☆
Other Man's Wife

13：30〜
（94min.）
アルファ 殺しの権利☆
Alpha, The Right To Kill
13：00〜
（133min.）
インビクタス/負けざる者たち
Invictus

ゲスト
Guests
Q&A

10：15〜
（123min.）
シヴァランジャニとふたりの女☆
Sivaranjani and Two Other Women

13:30〜
（86min.）
福岡☆
Fukuoka

ゲスト
Guests
Q&A

10：00〜
（115min.）
映画「めんたいぴりり」※バリアフリー上映
The Film,“Mentaipiriri” NE
*Barrier Free Film Exhibition
10：15〜
（105min.）
マンタレイ☆
Manta Ray

[シンポジウム①] Symposium
『チャン・リュル監督と映画
「福岡」の㊙レシピ大公開』 △
Film Director Zhang Lu:
The Secret Recipe for Making “FUKUOKA”

監督
トーク
Director's
Talk

10：15〜
（75min.）
フンバ・
ドリーム
Humba Dreams

14：30〜
（105min.）
マンタレイ
Manta Ray

ゲスト
Guests
Q&A

13：00〜
（105min.）
マンタレイ
Manta Ray

10：45〜
（103min.）
恋の街、
テヘラン
Tehran: City of Love
10：00〜
（113min.）
ナイト・ゴッド
Night God
10：15〜
（123min.）
シヴァランジャニとふたりの女
Sivaranjani and Two Other Women

デザイン

21：00〜
（108min.）
自由行☆
A Family Tour

ゲスト
Guests
Q&A
ゲスト
Guests
Q&A

20：00〜
（93min.）
夜明けのうた
The Song of Awakening

ゲスト
Guests
Q&A
ゲスト
Guests
Q&A

17：30〜
（86min.）
福岡
Fukuoka

16:45〜
（108min.）
自由行
A Family Tour

NE

20：15〜
（87min.）
轢き殺された羊
Jinpa

12：30〜
（84min.）
デモンズ
Demons
12：45〜
（83min.）
夜明けを待ちながら
Ten Seconds Before Sunrise

16：00〜
（97min.）
誰かの妻
Other Man's Wife

ゲスト
Guests
Q&A

13：45〜
（83min.）
夜明けを待ちながら
Ten Seconds Before Sunrise

19:00〜
（124min.）
セールスマン
The Salesman NE
18：30〜
観客賞授賞式
Audience Award
Ceremony

14：05〜
（113min.）
ナイト・ゴッド
Night God

[シンポジウム③] Symposium
『やっぱ、
リージョナル 』△
Not Global, but Regional!

10：15〜
（90min.）
マルカド、
月を喰らうもの
Markado: The Moon Devourer

高橋

14:00〜
（92min.）
『豆満江』○
Dooman River

12：30〜
（87min.）
轢き殺された羊
Jinpa

ゲスト
Guests
Q&A

編集

19：30〜
（84min.）
デモンズ☆
Demons

17：15〜
（94min.）
アルファ 殺しの権利
Alpha, The Right To Kill

[シンポジウム②] Symposium
『アジアの新しい
波って、
どうよ？ 』△
“New Waves in Asia”：
Are They Doing Well?

22:00

20：45〜
（95min.）
黒い太陽
Black Sun NE

19：15〜
（75min.）
フンバ・
ドリーム☆
Humba Dreams

ゲスト
Guests
Q&A

21:00

オープニング上映
『福岡』
（86min.）
■
【Opening Film】Fukuoka
ゲスト
Guests
Q&A

18：30〜
（83min.）
夜明けを待ちながら☆
Ten Seconds Before Sunrise

17：00〜
（121min.）
群山：鵞鳥を咏う
Ode to the Goose

15：00〜
（108min.）
自由行
A Family Tour

13：00〜
（117min.）
それぞれの道のり
Lakbayan (Journey)

ゲスト
Guests
Q&A

16：15〜
（87min.）
轢き殺された羊☆
Jinpa
16：00〜
（113min.）
ナイト・ゴッド☆
Night God

12：45〜
（105min.）
憎いあンちくしょう
I Hate But Love NE

11：00〜
（125min.）
『風と砂の女』○
Desert Dream
10：00〜
（84min.）
デモンズ
Demons

NE

ゲスト
Guests
Q&A

Admission by Cine-la ticket only

20:00

18：15〜
（90min.）
マルカド、
月を喰らうもの☆
Markado: The Moon Devourer

UC
13

By invitation only

19:00

18:00

17:00

16：00〜
博多明太！ぴりからこちゃん
HAKATAMENTAI！PIRIKARAKOCHAN

ゲスト
Guests
Q&A

13:15〜
（92min.）
カンペーン☆
The Wall

10：15〜
（117min.）
それぞれの道のり☆
Lakbayan (Journey)

Ciné-Là

5

ゲスト
Guests
Q&A

四校

Special Screening Films

No English Subtitles

16:00

15:00

その他 特別上映

○…図書館でチケット購入

■…要招待券

You can get in with a ﬁlm fesival ticket stub.

レッドカーペット
Red Carpet

総合図書館
シネラ

17

14:00

13:00

12:00

11:00

Special Feature: Japanese Films

※Subject to change without notice.

△…映画祭半券提示で入場無料

UC 13

5
14

Q&A with Film Festival guests.

Eligible for the Fukuoka Audience Award

10:00

日本映画特集

Special Feature: Going Regional In Southeast Asia

ゲストによるQ&A ※実施が変更になる場合がございます。予めご了承下さい。

☆…観客賞投票あり
NE

13

東南アジア・リージョナル特集

アジアの新作・話題作

UC 5･･･ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13 5番スクリーン
UC 13･･･ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13 13番スクリーン

8/31

16：15〜
（123min.）
シヴァランジャニとふたりの女
Sivaranjani and Two Other Women

14：30〜
（92min.）
カンペーン
The Wall

16：45〜
（103min.）
恋の街、
テヘラン
Tehran: City of Love

14：45〜
（90min.）
マルカド、
月を喰らうもの
Markado:
The Moon Devourer

19：00〜
（86min.）
福岡
Fukuoka

ゲスト
Guests
Q&A

ゲスト
Guests
Q&A

17：00〜
（94min.）
アルファ 殺しの権利
Alpha, The Right To Kill

19：30〜
特別上映 電気海月のインシデント■
【Special Screening】
Electric Jellyfish Incident NE

ゲスト
Guests
Q&A

ゲスト
Guests
Q&A

19：30〜
アオハルフラッグ+私刑執行日
AOHARU-FLAG + guilty day NE
19：00〜
（107min.）
細い目
Sepet
19：15〜
（117min.）
それぞれの道のり
Lakbayan (Journey)
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8/29

シンポジウム
Symposiums

会場：ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13

ここでしか聞くことができない、貴重な話題が盛りだくさんの３つのシンポジウムを開催。
We will hold 3 symposiums, full of topics of value, only available here.

テーマ①
Theme 1

※映画祭チケットの半券でご入場できます。
※登壇者については予告なく変更になる場合がございます。
Venue: United Cinemas Canal City 13
＊You can get in with a Film Festival ticket stub
＊Speakers are subject to change without notice.

Film Director ZHANG Lu: The Secret Recipe for Making Fukuoka

Surrounding the film director, those who participated in the
production of “Fukuoka” will speak on the “inside” and
“outside” of ZHANG Lu’s style of filmmaking. You’ll get to
hear the secrets behind ZHANG Lu magic!

編集

ABOUT US
A Market Specially for Asian Films

映画祭期間中2日間に渡り開催しているフィルムマーケット『ネ
オシネマップ福岡 アジアンフィルムマーケット』は2015年にス
タートしました（2014年にはプレ開催）。映画祭参加の監督や
プロデューサー、
セラー、バイヤー、共同制作者など、
アジア映
画を扱う映画人が集まるプラットフォームとなっています。

After its pre-opening in 2014, our film market “NEO CINEMAP
Fukuoka” officially launched in 2015 and is held for 2 days during
Fukuoka International Film Festival. It is established as a platform for
professionals in Asian film industry including directors, producers,
sellers, buyers, co-producers, and so on.

数だけを見ると、参加者数も会場のスケールもいたってコンパ
クト。
しかし事務局がその時々のアジア映画の流通傾向や過
去実績をリサーチし、出展者を選定しているので、高い親和性
と確かな結果が見られています。スタッフも積極的に参加者同
士を引き合わせていくというお節介は、ある意味福岡らしさな
のかも。

アジアの新しい波って、どうよ？

New Waves in Asia : Are They Doing Well?

登壇者
（予定）
：ブリランテ・メンドーサ
（『それぞれの道のり』
『アルファ 殺しの権利』監督）
、
アディ
・スマルジョノ
（『夜明けを待ちながら』
プロデューサー）
、
プッティポン・アルンペン
（『マンタレイ』監督）
、
ジョー・バクス
（『マルカド、
月を喰らうもの』監督）
Scheduled Speakers: Brillante Ma. MENDOZA (Film Director, Lakbayan Alpha, The Right to Kill ),
Adi Sumarjono (Producer, Ten Seconds Before Sunrise ), Phuttiphong AROONPHENG (Film Director Manta Ray ),
Joe BACUS (Film Director, Markado, the Moon Devourer )
【共催】国際交流基金アジアセンター
Co-organized by The Japan Foundation Asia Center
東南アジアの次世代を担う若い監督たちに、新たな映画の動きについて聞
きます。
これまでのアジア映画とはどう違うのか、
そしてどこへ向かうのか？
We will ask our young film directors who will shoulder the next
generation of Southeast Asia, about movements in new films. What is
different from the Asian films of the past and where are these new films
headed?

ネオシネマップ福岡とは？
日本で唯一「アジア映画」に特化したマーケット

規模も参加者数もコンパクト、
だからこそ実る成果
チャン・リュル
ZHANG Lu

９月１６日
（月・祝）
『それぞれの道のり』上映後
Sept. 16 (Mon.) after the showing of Lakbayan (Journey).

Theme 3

Dates: September 17th (Tue.), 18th(Wed.) / 2 days
Venue: Nishitestsu Inn Fukuoka, main conference room (1-16-1 Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka 810-0001)

デザイン

監督をかこんで、
『 福岡』の制作現場に参加した人たちが、
チャ
ン・リュル式映画作りの表と裏を語ります。チャン・リュル・マジッ
クの秘密がわかる！

テーマ③

開催日: 2019年9月17日
（火）、18日
（水）
会 場: 西鉄イン福岡2F（福岡市中央区天神1-16-1）

高橋

登壇者：チャン・リュル監督
（『福岡』）
Scheduled Speaker: Film Director ZHANG Lu of Fukuoka

Theme 2

NEO CINEMAP Fukuoka ‒ Fukuoka Asian Film Market 2019

チャン・リュル監督と映画「福岡」の㊙レシピ大公開

９月１５日
（日）
『 福岡』上映後
September 15 (Sun.) after the showing of Fukuoka

テーマ②

四校

ネオシネマップ福岡 アジアンフィルムマーケット 2019

ブリランテ・メンドーサ
Brillante Ma. MENDOZA

プッティポン・アルンペン
Phuttiphong AROONPHENG

ジョー・バクス
Joe BACUS

やっぱ、リージョナル

Not Global but Regional!

９月１７日
（火）
『フンバ・
ドリーム』上映後
Sept. 17 (Tue.) after the showing of Humba Dreams

マーケット、
プロジェクトピッチ、
ネットワーキングの3本柱
すでに完成したアジア映画が日本や他国で流通するための商
談、
それだけでなく企画段階のものを制作者がプレゼンテー
ションし、共同制作者や協力者を募るプロジェクトピッチをお
こなうことで、出会いの場、企画内容を深める場を提供。また
福岡ならではのアットホームな雰囲気によりネットワーキングを
促進します。
日本とアジアの相互ハブに
ネオシネマップ福岡がめざすのは、
アジア映画が日本で公開先
を見つけること、
または日本映画が海外で展開して行く道を探る
こと、
その矢印はどちらか一方ではなく双方向。国内外の映画人
たちが集うハブとなることで、
人や作品が交わり良質な国内外の
映画作品が世に出て行くための後押しをおこないます。

Small Connects You Strong
If you only look at the number of attendees, we are a relatively small
sized film market. But we go extra miles to grasp the trend and flow of
Asian films and carefully select our exhibitors so our attendees get the
best compatibility and make the most out of this opportunity. Often
our staff actively introduce attendees, this meddling attitude might be
one of the charms of Fukuoka.

Film Market/ Project Pitching/ Networking
NEO CINEMAP Fukuoka is not only a place for discussions and
negotiations seeking overseas business opportunities for completed
Asian films, we also provide opportunities for project pitching.
Filmmakers can present their ongoing project ideas and plans to meet
possible co-producers or supporters for further developing projects.
A warm and friendly atmosphere that is unique to Fukuoka will
encourage you to connect better.

A Hub between Japan and Asia
NEO CINEMAP Fukuoka has a double sided aim: for Asian films to
find screening opportunities in Japan, and for Japanese films to find
ways to develop their market overseas. Serving as a hub for film
industry professionals from within and outside of Japan, we provide
opportunities for people and ideas to gather and interact to help
empowering more great films to come to life.

登壇者
（予定）
：ディルワマン・ハッタ
（『誰かの妻』監督）
、
ブンソン・ナークプー
（「カンペーン」監督）
ファン・ダン・ジー
（映画監督／ベトナム）
、中江裕司
（映画監督／日本）
Scheduled Speakers: Dirmawan Hatta (Film Director, Other Man s Wife ),
Boonsong NAKPHOO(Film Director, The Wall ), PHAN Dang Di (Film Director, Vietnam), NAKAE Yuji (Film Director, Japan)
【共催】国際交流基金アジアセンター
Co-organized by The Japan Foundation Asia Center
特集上映の監督たちを迎え、
すべてのシステムがグローバル
化するなかで、独自の文化圏による映画は、
どうしたら世界
へ発信できるかを考えます。
Welcoming the film directors of our special features, we
will discuss about how we can send films from unique
cultural areas to the world, in an age when every system
is becoming globalized.
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ディルワマン・ハッタ
Dirmawan Hatta

ブンソン・ナークプー
Boonsong NAKPHOO

ファン・ダン・ジー
PHAN Dang Di

中江裕司
NAKAE Yuji

49

2019

日本映画特集

憎いあンちく
しょ
う

Special Feature: Japanese Films

I Hate But Love

1962/Japan/105 min.

純愛に惹かれた大作。真実の愛の存在を確かめるために大作が起
こした行動は、マスコミを巻き込む一大騒動に発展する。目的地の
阿蘇に向け一般道をボロ・ジープでひた走る大作、それをジャガー

梁木 靖弘

で追う典子。東京〜九州間1600キロ、当時としては画期的な縦断ロ

Film Director KURAHARA Koreyoshi: Being Cinematic and Maybe Too Cinematic

ケを敢行した日本初のロードムービー。蔵原監督・浅丘ルリ子による

©日活

喜重、篠田正浩、日活からは今村昌平、鈴木清順、浦山
桐郎、東映の深作欣二、岩波映画の羽仁進、あるいは
独立プロの勅使河原宏や若松孝二など。
戦後ニッポンを挑戦的に突っ走ったこれらの監督たち
は、やがて国際的にも評価されて、ビッグネームになって
ゆきます。かれらと同世代の監督のなかで、力量を正当に
評価されず、肝心の作品も忘れられている監督がいると
すれば、藏原惟繕（1927〜2002）ではないでしょうか。日
活の専属監督として石原裕次郎や浅丘ルリ子ら、スター
のための商業映画を数多く撮っていることも、批評家の
評価が低い一因でしょう。あるいは長らく国内配給収入
歴代第1位だった『南極物語』などの大ヒット作を手がけ
た職人監督にすぎないと思われたからでしょう。
メディア受けする左翼的なテーマや、アヴァンギャルド
な美学的冒険をしなかったのは、たぶん、そんなものを必
要としないほど、彼のセンスがあまりに映画的だったから
です。今回は上映しませんが、おどろくべき職人技の冴え
で、手に汗握る犯罪映画『ある脅迫』
（60）や、戦後の実
存的アンモラルな青春を描く『狂熱の季節』
（60）など、
忘れられている傑作が数多くあります。今回上映する３作
品だけでも、それぞれに異なる藏原惟繕の魅力が再発見
できます。日本初の傑作ロードムービー『憎いあンちく
しょう』の驚くほどモダンなアプローチ。占領下ニッポン
に対する鋭い批評であり、最高のジャズ映画である『黒
い太陽』の骨太さ。浅丘ルリ子をこれほどまで魅力的に
見せ切った『夜明けのうた』のモダンな職人技。つまり、
商業的であれ、芸術的であれ、藏原惟繕は、とにかくワ
クワクする映画を作る監督だということがわかります。
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Around 1960, a new young generation of talent came into
prominence in Japan who would reject the masters of Japanese
film of the time. These included Nagisa Oshima, Yoshishige
Yoshida, Masahiro Shinoda from Shochiku, Shohei Imamura,
Seijun Suzuki, Kirio Urayama from Nikkatsu, Kinji Fukasaku
from Toei and Susumu Hani from Iwanami Productions as well
as independent professional filmmakers such as Hiroshi
Teshigahara and Koji Wakamatsu.
These film directors who so challengingly dashed through
post-war Japan were eventually recognized even
internationally as they attained big name status. Now, if there
was a film director from the same generation as these big name
individuals but who faced unjust underrated acclaim which
ignored his main films to be utterly forgotten, who could this
be? I think it would be the late Koreyoshi Kurahara
(1927-2002). Perhaps one of the reasons why film critics did
not rate him highly may have been because he was a film
director exclusive to Nikkatsu who completed many
commercial films made only for mega movie stars such as
Yujiro Ishihara and Ruriko Asaoka. Or maybe he was
perceived merely as an artisan film director who came up with
blockbuster hits like “Antarctica”, a film which generated the
highest domestic distributional revenue at the time, setting a
record no one could break for a long time.
The reason he never used left wing themes to attract the
media or use avant-garde aesthetic adventures was probably
because he had so much cinematic sense within himself that
resorting to such tactics became unnecessary. There are many
forgotten masterpieces, which show his astonishingly artisan
masterly touch such as “Intimidation” (1960), a crime film
presented with breathless suspense and “The Warped Ones”
(1960), depicting the post-war existential and immoral portrait
of youth. Unfortunately, we will not be able to show either of
these films on this occasion. With the 3 motion pictures we will
show, the audience should be able to rediscover a different type
of fascination towards Koreyoshi Kurahara, the film director,
for each film. “I Hate but Love”, Japan’s first road movie,
presents his astonishingly modern approach. The stout and
power behind “Black Sun”, Japan’s greatest jazz film with a
sharp critique of Japan under occupation, is a must see. Lastly
“The Song of Awakening”, through his modern, artisan
masterly touch, brings out the charm and beauty of Ruriko
Asaoka to a degree we have never seen before. Whether we
judge him commercially or artistically, we all can agree that
Koreyoshi Kurahara was a film director who made exciting
motion pictures.

監督: 藏原惟繕
出演：石原裕次郎、浅丘ルリ子、芦川いづみ
Director: KURAHARA Koreyoshi
Cast: ISHIHARA Yujiro, ASAOKA Ruriko, ASHIKAWA Izumi

黒い太陽

Black Sun

1964/Japan/95 min.

Mega star Daisaku Kita (played by Yujiro Ishihara) handles a heavy schedule
every day. Noriko Sakakida (played by Ruriko Asaoka) is his manager and
lover he’s been seeing for around two years now. However, they both feel
something just isn’t right. One day, he is drawn to the genuine love of a girl he
meets. What he does next to find out if true love really exists gets the entire
mass media involved in what turns into a great uproar! He decides to drive a
beat-up jeep on the open road all the way to Aso, his destination. And Noriko
follows him on a Jaguar. This was Japan’s first road movie which traveled
1600 kilometers from Tokyo to Kyushu. At the time it was an epoch-making
and daring venture to travel across Japan to film a motion picture. One film of
a trilogy where Koreyoshi Kurahara casts Ruriko Asoka as “Noriko”.

黒人ジャズに憑かれたファンキーな青年・メイ（川地民夫）。棲家の
廃教会に殺人犯として追われる黒人兵のギル（チコ・ローランド）が
逃げ込んできた。メイはなんとかコミュニケーションを取ろうとする
のだが空回りばかり。彼らが奏でる不協和音の先に待っていたもの
は？マックス・ローチによる激しいドラムソロが、対立と友情をエネル
ギッシュに演出。ジャズのビートにのせて、ギラギラした青春像をア
バンギャルドに描く。日本ハードボイルド小説の先駆者のひとり、河
野典生の短編小説『腐ったオリーブ』が原作、河野自身も熱狂的な
ジャズファンだった。

©日活

監督: 藏原惟繕
出演: 川地民夫、チコ・ローランド、千代侑子
Director: KURAHARA Koreyoshi
Cast: KAWACHI Tamio, Chico ROLAND, CHISHIRO Yuko

夜明けのうた

The Song of Awakening
1965/Japan/93 min.

Funky youngster Mei (played by Tamio Kawachi) is fascinated with black jazz
music. He lives in an abandoned church where Gill (played by Chico Roland),
a black soldier wanted for murder, comes to seek refuge. What sour notes do
they strike and what awaits them? The intense drum solo by Max Roach
energetically stages confrontation and friendship. With the beat of jazz, the
film depicts a glittering portrait of youth in an avant-garde fashion. The film is
based on the short story “Kusatta Oribu” (Rotten Olives) by Tensei Kono, a
pioneer in the trend of Japanese hard-boiled novels. Kono, himself, was a
lover of jazz as well.

退廃的な情事、乱れたパーティ…ミュージカルスター・緑川典子（浅
丘ルリ子）の心は荒んでいた。典子は偶然出会った青年・利夫（浜
田光夫）と眼病の少女・千加子（松原智恵子）の純粋な愛にうたれ
る思いがする。次回作として渡された新作脚本には、彼女の空虚な
私生活そのままが覗き見されたかのように描かれていた。自身の姿
を突きつけられ、怒り、苦悶する典子。果たして彼女は自分が立ち向
かうべき道、 夜明け を見つけることができるのか。浅丘ルリ子が
危険なまでの美しさを放つ典子三部作の３作目（２作目は『何か面
白いことないか』）。

©日活
©日活

監督: 藏原惟繕
出演; 浅丘ルリ子、浜田光夫、松原智恵子
Director: KURAHARA Koreyoshi
Cast: ASAOKA Ruriko, HAMADA Mitsuo, MATSUBARA Chieko

編集

高橋

典子三部作の１作目。

by HARIKI Yasuhiro

る若い世代が頭角をあらわします。松竹の大島渚、吉田

四校

郎）。マネージャー兼恋人の榊田典子（浅丘ルリ子）とは２年の付き
合いだが、お互いどこか倦怠感を感じている。ある時、出会った娘の

監督・藏原惟繕、
あるいは＜モダニズムへの愛と憎しみと＞

１９６０年前後、それまでの日本映画の巨匠を否定す

日々、過密スケジュールをこなす人気タレントの北大作（石原裕次

8/29

Decadent circumstances and wild parties. There is a storm brewing inside of
Noriko Midorikawa (played by Ruriko Asaoka), a musical star. She feels she
is intensely moved by the pure love between Toshio (played by Mitsuo
Hamada), a youth she accidentally meets, and Chikako (played by Chieko
Matsubara), a girl suffering from an eye-disease. Noriko is then given the
script for her next performance. The script reads as if it is peeking right into
her hollow private life. Thrust with a portrait of her own self, she feels rage
and is in anguish. Can she find her own “awakening” to take her to the path in
life she must face? The third of the Noriko trilogy where she portrays a
dangerous level of beauty (the second of the trilogy is “I Fly For Kicks”.)
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デザイン

特別上映 Special Screening

特別上映 Special Screening

バリアフリー上映会

Barrier Free Screening

音声ガイドや日本語字幕付き上映によって
「映像を聴き」
「音声を見る」
ことができ、
どなたでも映画を楽しむことが出来る上映会です。
A special screening with audio guidance and Japanese subtitles where the audience can listen to the visuals and
see the audio .

映画めんたいぴりり

Mentaipiriri

2019／Japan／115 min.

辛子明太子を製造・販売する「ふくや」
（福岡市）の創業者・川原俊夫氏

Commemorating the 90th Anniversary of the Establishment of
Diplomatic Relationship Between Japan and the Islamic Republic of Iran in 2019

セールスマン

The Salesman

2016／Iran-France／124min.

交えて描く。テレビドラマや舞台でも好評を博した物語の映画化作品
だ。メガホンを取るのは福岡を拠点に数多くの演出を手がける江口カン。
「ふくのや」の主人、海野俊之を演じるのは、福岡出身のおなじみ博多
華丸。俊之の妻、千代子役に同じく福岡出身の富田靖子。製作にあたっ

©2019「めんたいぴりり」製作委員会

監督: 江口カン
出演：博多華丸、富田靖子
Director: EGUCHI Kan
Cast: HAKATA Hanamaru, TOMITA Yasuko

福岡フィルムコミッション支援作品

Films Supported
by the Fukuoka Film Commission
©teevee graphics,inc

フィルムコミッションとは映画やテレビ番組等の撮影を円滑に行うための支援組織。撮影誘致・支援活動の窓口として、地域の経済・
観光促進に大きな効果を上げています。今回は福岡にてロケが行われた作品を特別上映します。
A ﬁlm commission is a support organization that assists the production of motion pictures and television programs so
their ﬁlming can proceed smoothly. In charge of such support activities which include recommending ﬁlm location sites,
we have greatly assisted the economy and tourist trade of the region. On this occasion, we will show motion pictures
ﬁlmed in Fukuoka.

電気海月のインシデント

Electric Jellyfish Incident
2019／Japan／98min.

©MEMENTOFILMS PRODUCTION-ASGHAR FARHADI
PRODUCTION-ARTE FRANCE CINEMA 2016

監督: アスガー・ファルハディ
出演: シャハブ・ホセイニ、
タラネ・アリドゥスティ
Director: Asghar FARHADI
Cast: Shahab HOSSEINI, Taraneh ALIDOOSTI

監督: 萱野孝幸
出演: 境啓汰、愛佳
Director: KAYANO Takayuki
Cast: SAKAI Keita, Manaka
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編集

高橋
デザイン

Commemorating the 30th Anniversary of the Sister City Relationship Between Ipoh and
Fukuoka, and the 10th Year Anniversary of the Death of Film Director Yasmin Ahmad

細い目

がかりから真相に近づいていくが、ある日 シロオニ と名乗るハッカー
から身元を特定され、急襲を受ける。現役のITエンジニアやプログラ
マーが技術監修し、ハッキングの手法やホワイトハッカーとブラックハッ
カーの実情と境界線など、ハッカーと呼ばれる人々の実態を描く。九州
勢のキャスト、スタッフ、オール福岡ロケで製作。監督は福岡を拠点に製

©電気海月のインシデント製作委員会

本映画祭では第１回開催から、数々のイラン映画の名作を紹介
してきた。今や世界的な名匠であるファルハディ監督も『彼女が
消えた浜辺』
（09）、
『別離』(11)、特集上映を通じ、その作品を
いち早く紹介してきた所縁の深い映画作家のひとりだ。本作は
カンヌ映画祭や米国アカデミー賞でも賞賛された。
主人公は、テヘランに住む国語教師エマッドとその妻ラナ。小さ
な劇団に共に所属し、俳優としても活動している若き夫婦の穏
やかな日常が、突然降りかかった事件をきっかけに一変する。夫
婦の葛藤を軸に、事件の思いがけない成り行きを紡ぎ上げた本
作は、巧みな伏線が張り巡らされ、犯人捜しのドラマと登場人
物の感情のずれがスリリングに絡み合う濃密な心理サスペンス
である。
From our very first film festival, we have introduced masterpieces in
Iranian cinema. Film director Asghar Farhadi, who the world
recognizes as a master film craftsman, is a filmmaker we have come to
have a deep relationship with, through our early special screenings of
his works such as “About Elly” (2009) and “Nader and Simin, A
Separation” (2011). “The Salesman”, to be shown at our film festival
this year, was highly acclaimed by both the Cannes Film Festival and
the American Academy Awards.
The protagonists in the film are Emad, who teaches Persian, and his
wife, Rana. They both live in Tehran and belong to a small theatrical
troupe. The daily lives of the couple, both active as acting performers,
are dramatically affected after an incident befalls them. The film is a
deep psycho-thriller, where the drama, which searches for the
murderer, intertangles in a thrilling manner with the emotional gap the
characters depict, as the motion picture, with its skillfully
foreshadowing events, spins the unexpected around the young
couple’s conflicts and struggles, which are placed at the axis of the
story.

福岡・イポー姉妹都市締結 30 周年・ヤスミン監督没後 10 年記念上映

ITやスタートアップ都市として注目を集めている福岡を舞台に、ハッカー
と探偵とアウトローが繰り広げる頭脳戦。2018年、福岡。他人のスマホ
を覗ける ピンクのタブレット が流通していた。調査を依頼されたの
は、裏稼業専門探偵のライチとプログラマーの冬吾。二人はわずかな手

作活動を行う萱野孝幸。
Set in Fukuoka, a city for Information Technology and start-up companies,
hackers, detectives and outlaws engage in a battle of the minds. Fukuoka, 2018.
Someone starts distributing a “pink tablet” capable of looking into people’s
smartphones. Accepting to investigate this problem is Raichi, a detective
specializing in cases that can’t go public, and Togo, a programmer. From a few
leads, the two come closer to the truth but one day, a hacker named “Shirooni
(white devil)” exposes their identity and attacks them. With active IT engineers
and programmers providing technical supervision, the film depicts the present
state of people who are commonly referred to as “hackers”, from showing their
hacking techniques to explaining the current situation and borderline differences
between “white hat hackers” and “black hat hackers”. A Kyushu cast, staff and
shot totally in Fukuoka. The film is directed by Takayuki Kayano, who engages
in his production work from his working base in Fukuoka.

六校

2019年日本・イラン外交関係樹立90周年記念上映

をモデルに、辛子明太子の開発秘話や家族、地域との絆を涙と笑いを

て「福岡産」にこだわりを持ち、博多大吉が友情出演、田中健、でんでん
や吉本実憂など、福岡県出身者の豪華競演が実現。戦後の混乱期を乗
り越え、経済は復興から成長へとシフトしていく「昭和」という時代の光
と影を描いていく。
“Fukuya” in Fukuoka City sells and manufactures “karashimentaiko”, or salted
cod roe seasoned in chili pepper spice. Using Toshio Kawahara, the founder of
the company as its model, the film depicts behind the scene accounts of how
“karashimentaiko” came to be, and stories of family and regional community
ties presented through a mixture of laughter and tears. This is the film version of
the popular story shown on television and on stage in Japan. Kan Eguchi, who
has directed many works from his working base in Fukuoka, is the director of
the film. Playing the role of Toshiyuki Umino, the owner, is Hakata Hanamaru,
a familiar half of a comic duo from Fukuoka. Playing his wife, Chiyoko, is
Yasuko Tomita, also from Fukuoka. The production of the film was committed
to a “made in Fukuoka” cast. In the end, it realized a luxurious cast of
performers from Fukuoka Prefecture such as Hakata Daikichi (a cameo
appearance by the other half of the comic duo with Hakata Hanamaru), Ken
Tanaka, Denden, and Miyu Yoshimoto. The film depicts the bright and dark
days of the “Showa Era” as Japan overcame a period of post-war confusion and
entered a growth of economic recovery.

監督: ヤスミン・アフマド
出演: シャリファ・アマニ、
ン・チューセン
Director: Yasmin Ahamad
Cast: Sharifah Amani, Ng Choo Seong

Sepet

2004／Malaysia／107min.

2009年7月に急逝し、今年、没後10年を迎えたマレーシアの伝
説的監督、ヤスミン・アフマド。2009年、本映画祭では彼女の遺
作となった『タレンタイム』(08)を紹介、その後2017年に日本で
『タレンタイム〜優しい歌』として劇場公開された。本作はヤス
ミン監督が初めて手がけた劇場用長編映画で、その名を世界
に知らしめた記念すべき作品である。
物語の舞台は、マレーシア第３の都市・イポー市。オーキッドは
香港の映画スター・金城武が大好きなマレー人の少女。ある
日、香港映画を探しに友人と市場に出かけた彼女は、屋台で
VCDを売る中華系の少年ジェイソンと出会う。マレーシアの多
民族社会を背景に、宗教や民族の壁を軽やかに超えて描く少
年少女の切ない初恋ストーリー。
This year marks the 10th anniversary of the untimely death of Yasmin
Ahmad, Malaysia’s legendary film director, who passed away in July,
2009. Our film festival screened “Talentime”, her posthumous film, in
2009 which was theatrically released in Japan in 2017. “Sepet” is her
first theatrical feature film, which brought her world-wide fame, and a
motion picture we should commemorate and remember.
The film is set in Ipoh, Malaysia’s third largest city. Orked is a
Malayan girl who loves Takeshi Kaneshiro, the Hong Kong star. One
day while looking for Hong Kong films at the market with a friend, she
meets Jason, a boy of Chinese descent selling Video CDs at his stall.
Set in Malaysia’s multi-cultural society, this film, which lightly
transcends religious and ethnic barriers, is about a painful first love
story between a young boy and girl.

61
©teevee graphics,inc

2019

9/2

特別上映 Special Screening

福岡パノラマ Fukuoka Panorama

作品索引

©teevee graphics,inc

INDEX

福岡で活躍するクリエイターの作品、福岡を舞台にした作品など、「福岡」
をキーワードにした作品をピックアップして上映。次世代を
担う個性豊かな才能が集まったプログラムです。
A select screening of works by visual creators active in Fukuoka, works that are set in Fukuoka and works with
Fukuoka as their key word.

アオハルフラッグ
AOHARU-FLAG

2019/Japan/39 min.

監督: 小田憲和
Directed by: ODA Norikazu

私刑執行日

2019

guilty day

2019/Japan/48 min.

監督: 小田憲和
Directed by: ODA Norikazu
とある一室にお互いに素性が分からない16人が
集められた。目の前にあるのは一つのパソコン
だけ。消えない過去に、復讐される。
16 people who know nothing about each other,
assemble in one room with only a PC. The past,
which won’t disappear, starts to take revenge.

あ

©2019 Usepip Co., Ltd. All Rights Reserved.

博多明太！ぴりからこちゃん

HAKATAMENTAI！PIRIKARAKOCHAN

か

2019/Japan

製作社: ぴりからこちゃん製作委員会
Produced by and ©:
PIRIKARAKOCHAN Production Committee

©2019 Usepip Co., Ltd. All Rights Reserved.

主人公（宮野あかり）が新たに立ち上げた劇団
をきっかけに巻き起こる友情、恋愛、家族など
の人間ドラマを描いた青春ラブコメディ。
A love comedy human drama of young people
dealing with friendship, romance and family which
come about as a result of the protagonist establishing
a theatrical troupe.

ここは、博多のようで、博多でない街のとある商
店街。今日も美味しそうな出来事が巻き起こる!?
食べ物の妖精たちとのどたばた日常劇！
This is a street with stores that looks like but doesn’t
look like Hakata. Tasty incidents are going to occur
again today! A slapstick drama about everyday life
with sprites of food and cuisine.

©ぴりからこちゃん 製作委員会

さ

た

ラグビーワールドカップ2019™日本大会記念上映

Special Screening Commemorating Rugby World Cup Japan 2019

インビクタス/負けざる者たち

Invictus

2009／USA／133min.

監督: クリント・イーストウッド
出演：モーガン・フリーマン、
マット・デイモン
Director: Clint EASTWOOD
Cast: Morgan FREEMAN,
Matt DAMON

ジョン・カーリン原作のノンフィクション小説をクリント・イースト
ウッド監督が映画化した感動のドラマ。反アパルトヘイト運動に尽
力し、南アフリカ共和国大統領となったネルソン・マンデラと、同国
のラグビー代表チームのキャプテンとの人種を越えた友情を描く。
マンデラは反体制活動家として、27年間投獄されていたが、1990
年に釈放される。そして1994年、南アフリカ共和国初の黒人大統
領となった。いまだにアパルトヘイトによる人種差別や経済格差の
残る国をまとめるため、彼は低迷していたラグビー南アフリカ代表
チームの再建を図る。1995年に自国で開催するラグビーワールド
カップに向け、マンデラとチームキャプテンのピナールは、一致団結
して前進していく。
The film, based on a touching, non-fiction story written by John Carlin, is
directed by Clint Eastwood. The film depicts the friendship, which
overcame racial barriers, between Nelson Mandela, a man who exerted
himself in the anti-apartheid movement to become President of the
Republic of South Africa, and Francois Pienaar, the captain of the
country’s national rugby team.
Mandela, as an anti-establishmentarian, is jailed for 27 years. He is then
released in 1990 and becomes South Africa’s first black President in 1994.
He then sets his eyes on rebuilding his slumping national rugby team as a
means to unite his country where apartheid still leaves its scars of racial
discrimination and economic disparity, Nelson Mandela and Francois
Pienaar work together as they move ahead to prepare themselves for the
Rugby World Cup to be held in South Africa in 1995.
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【アジアの新作・話題作】

New and Much Talk about Films from Asia
恋の街、テヘラン Tehran: City of Love

Reel Suspects
Address: 42, Rue Legendre, 8th Floor, 75017 - Paris, France
Phone: +33 1 58 51 42 95
Email: a@reelsuspects.co

ナイト・ゴッド Night God
JSC Kazakhﬁlm named after Shaken Aimanov
Address: 176 Al-Farabi ave., 050023, Almaty, Kazakhstan
Phone: +77 273131121
E-mail: o̲khlasheva@kazakhﬁlmstudios.kz

シヴァランジャニとふたりの女 Sivaranjani and Two Other Women
Viewﬁnder Film Consulting
Toronto, Ontario, Canada
Phone: +1 647 880 4177
Email: veiwﬁnderfc@gmail.com

デモンズ Demons
Reel Suspects
Address: 42, Rue Legendre, 8th Floor, 75017 - Paris, FRANCE
Phone: +33 1 58 51 42 95
Email: a@reelsuspects.com

夜明けを待ちながら Ten Seconds Before Sunrise
IFI SINEMA MEDIA
Address: Ciniru 3 no. 12 kebayoran baru, jakarta selatan
Phone: +6281807243042
E-mail: george.tv17@gmail.com

マンタレイ Manta Ray
Jour2Fete
Address: 9 rue Ambroise Thomas 75009 PARIS France
Phone: +33 185733655
E-mail: sales@jour2fete.com

アルファ 殺しの権利 Alpha, The Right To Kill
日本配給：
（有）熱帯美術館
東京都港区浜松町 2-2-25
+63 956 563 7085←フィリピン？？
nettaimuseumltd@gmail.com
World Sales: Memento Films International
9 Cite Paradis, 75010 Paris, France
Phone: +33 1 53 34 90 2
Email: sales@memento-ﬁlms.com

それぞれの道のり Lakbayan (Journey)
Solar Pictures Inc.
Solar Century Tower, 100 Tordesillas cor HV Dela Costa sts.,
Salcedo Village, Makati 1227, Philippines
Phone: +632 3965088
Email: butch.ibanez@solarentertainmentcorp.com

64

マルカド、月を喰らうもの Markado: The Moon Devourer
Imoortals Productions
Address: San Isidro, Brgy. Lumbia, Cagayan de Oro City,
Philippines 9000
Phone: +63905 581 1656
E-mail: imoortalsproduction@gmail.com

轢き殺された羊 Jinpa
Block 2 Distribution Limited
Address: 1207, Level 12, 3 Cyberport, 100 Cyberport Road, Hong Kong
Phone: +85 22336 1102
E-mail: virginia@jettone.net

自由行 A Family Tour
Golden Scene Company Limited
13/F Breakthrough Centre,
191 Woosung Street, Jordan, Hong Kong
Phone: +85 222659999
E-mail: felix@goldenscene.com

福岡 Fukuoka
PARALLAX Films
20th Floor, Batiment A, Maples International, No.32 Xizhimen North Street
Haidian District, Beijing
Phone: +86 15801349876
E-mail: xujiahan@parallaxchina.com

【東南アジア・リージョナル特集】

Special Feature: Going Regional in Southeast Asia

フンバ・ドリーム Humba Dreams
MILES FILMS
JL. RC. VETERAN RAYA NO. 555 UNIT F&G BINTARO PESANGGRAHAN,
JAKARTA SELATAN 12330, INDONESIA
Phone: +62 21 73889880
E-mail: milespublicist@yahoo.com

誰かの妻 Other Man's Wife
Tumbuh Sinema Rakyat
JL.Kyai Haji Ilyas RT01/12,Kauman,Salaman, Magelang,
Jawa Tengah 56162, Indonesia
Phone: +62 822-4548-0811
E-mail: tumbuhsinemarakyat@gmail.com

カンペーン The Wall
Plapen Wai Thuan Nam Film Studio
39/98 Rachadapisek Road Soi 14, Taladplu, Thonburi
Bangkok 10600, Thailand
Phone: +66 80 8151294, +66 81 5673710
E-mail: boonsong2511@hotmail.com

【映画『福岡』記念チャン・リュル監督特集】
Special Feature: ZHANG Lu

【福岡フィルムコミッション支援作品】

Films Supported by the Fukuoka Film Commission

群山：鵞鳥を咏う Ode to the Goose

電気海月のインシデント Electric Jellyﬁsh Incident

PARALLAX Films
20th Floor, Batiment A, Maples International,
No.32 Xizhimen North Street, Haidian District, Beijing
Phone: +86 15801349876
E-mail: info@parallaxchina.com

有限会社アルファープロデュース 電気海月のインシデント製作委員会
αPRODUCE Co.,Ltd.
810-0022 福岡市中央区薬院 1-6-36-705
1-6-36-705, yakuin, Chuo-ku, Fukuoka 810-0022 Japan
Phone: +81 90-5719-0193 / Fax: +81 92-752-0250
E-mail: info@jellyﬁsh-movie.jp

【日本映画特集】

Special Feature: Japanese Films

【福岡パノラマ】

FUKUOKA PANORAMA

憎いあンちくしょう ⅠHate But Love
黒い太陽 Black Sun
夜明けのうた The Song of Awakening

アオハルフラッグ AOHARU-FLAG
私刑執行日 guilty day

日活株式会社 NIKKATSU Corporation
113-0033 東京都文京区本郷 3−28−12
3−28−12, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
Phone: +81 3-5689-1021/FAX:+813-5689-1038
E-mail: yukimiku@nikkatsu.co.jp

ユーズピップ株式会社 Usepip Co., Ltd.
810-0001 福岡市中央区天神 2-3-36 ibbfukuoka ビル 501
ibbfukuoka501, 2-3-36 Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka 810-0001, Japan
Phone: +81 92-761-7330
E-mail: hiroaki.nishikawa@usepip.co.jp

【特別上映】

Special Screenings

セールスマン The Salesman
スターサンズ Star Sands,Inc.
150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-6-11花門ビル2F
2-6-11,2F Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo 150-0002, Japan
Phone：+81 3-3406-2205 / Fax：+81 3-3406-2206
E-mail：shiozawa@starsands.com

博多明太！ぴりからこちゃん
HAKATAMENTAI！PIRIKARAKOCHAN
株式会社ジーアングル G-angle co.,ltd.
150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-13-6 恵比寿 IS ビル 3F
Ebisu IS Bldg. 3F, 1-13-6 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-0013, Japan
Phone: +81 3-6721-7900 / Fax: +81 3-6721-7901
E-mail: info@pirikarakochan.com

細い目 Sepet
ムヴィオラ MOVIOLA
160-0022 東京都新宿区新宿 1-29-1 サンモール第一マンション 302
#302 1-29-1，Shinjuku Shinjuku-ku Tokyo 160-0022, Japan
Phone: +81 3-5366-1545 / Fax: +81 3-5366-1546
E-mail: info@moviola.jp

インビクタス / 負けざる者たち Invictus
株式会社東京現像所 TOKYO LABORATORY LTD.
182-8555 東京都調布市富士見町 2-13
2-13,Fujimi, Chofu Shi, Tokyo, 182-8555, Japan
Phone: +81 42-485-9915
E-mail: togen@tokyolab.co.jp

映画 めんたいぴりり Mentaipiriri
吉本興業株式会社 YOSHIMOTO KOGYO CO.,LTD.
160-0022 東京都新宿区新宿 5-18-21
5-18-21 Shinjuku, Shinjuku Ward, Tokyo 160-0022, Japan
Phone: 03-3209-8226 / Fax: 03-3209-8424
www.yoshimoto.co.jp
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アジアフォーカス・
福岡国際映画祭実行委員会
（団体・会社名五十音順）

名誉会長

髙島

宗一郎 福岡市長

名誉顧問

麻生

泰

〃

貫

〃

藤永

顧問
〃
会長

柄

憲一
博子

華頂 尚隆

福岡経済同友会代表幹事
独立行政法人国際交流基金理事
（一社）日本映画製作者連盟事務局長

久保田 勇夫 （公財）西日本国際財団理事長
岡部

章蔵

福岡県興行生活衛生同業組合理事長

〃

中村

英一

福岡市副市長

監事

石原

隆

〃

星子

明夫

井上 良次

（株）西日本シティ銀行常務執行役員地域振興部長

SUDO Vichai
TAKASUGI Miwa

靖

九州朝日放送（株）代表取締役社長

〃

池辺

和弘

九州電力（株）代表取締役社長執行役員

〃

青柳

俊彦

九州旅客鉄道（株）代表取締役社長

〃

西村

松次

〃

道永

幸典

西部ガス（株）代表取締役社長

〃

平野

弘

松竹（株）映画営業部 関西営業室九州営業所所長

（株）九電工代表取締役社長

〃

田中 文成

（株）TVQ 九州放送代表取締役社長

〃

鈴木

（株）テレビ西日本代表取締役社長

〃

麻生 裕一

東映（株）九州支社長

〃

多田 行宏

東宝（株）西日本営業室室長

〃

谷川 浩道

〃

合野

弘一

（株）西日本シティ銀行取締役頭取
（株）西日本新聞社代表取締役社長執行役員
西日本鉄道（株）代表取締役社長
（株）日本経済新聞社専務執行役員西部支社代表
日本放送協会福岡放送局長
（公財）福岡観光コンベンションビューロー専務理事

〃

白川 祐治

〃

阿部

真之助 福岡市議会議長

〃

髙島

収

福岡市経済観光文化局長

〃

松本

友行

福岡市総合図書館館長

〃

井上 るみ

〃

瓦林

達比古 特定非営利活動法人福岡市レクリエーション協会会長

〃

岩木

勇人

（一社）福岡青年会議所理事長

〃

菅原

洋二

（株）福岡放送代表取締役社長

〃

吉田 恵子

〃

松藤

〃

藤田 和之

〃

東

（株）福岡銀行取締役副頭取

（公財）福岡市文化芸術振興財団専務理事

（公財）福岡よかトピア国際交流財団専務理事

幸之輔 （株）毎日新聞社西部本社編集局長
圭司

ODASHIRO Kazuko

高杉 美和

和氣

歌川 信郎

ONISHI Kimiko

小田代 和子

Shohreh GOLPARIAN

〃

〃

大西 公子

須藤 ウイチャイ

（株）エフエム福岡代表取締役社長

桑田 一郎

INAMI Ira

SECRETARIAT

NAKAHARA Yoshinobu

彰

〃

稲見 イラ
事務局

仲原 善信

光富

純男

Akerke SULTANOVA

ＲＫＢ毎日放送（株）代表取締役社長

〃

倉富

SUBTITLES Translators / Supervisors

アケルケ・スルタノヴァ

ショーレ・ゴルパリアン

（株）朝日新聞社執行役員西部本社代表

〃

字幕翻訳・監修

HARIKI Yasuhiro

Secretary General

友一

柴田 建哉

FESTIVAL DIRECTOR

梁木 靖弘

事務局長

市村

〃

ディレクター

福岡市教育委員会教育長

〃

克明

Staff

福岡商工会議所会頭

副会長

委員
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正義

（一社）九州経済連合会会長
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（株）読売新聞西部本社取締役編集局長
ラブエフエム国際放送（株）代表取締役社長

事務局次長

Deputy Secretary General

西村 あさみ

NISHIMURA Asami

堀 浩信

HORI Hironobu

西村 美須寿

NISHIMURA Misuzu

根本 理恵

NEMOTO Rie

スタッフ

Staﬀ

深尾 淳一

FUKAO Junichi

井芹 美香

ISERI Mika

細田 治和

HOSODA Harukazu

井上 由紀

INOUE Yuki

松岡 環

MATSUOKA Tamaki

岩永 陽平

IWANAGA Yohei

松岡 葉子

MATSUOKA Yoko

江崎 祐子

ESAKI Yuko

間渕 康子

MABUCHI Yasuko

大迫 章代

OSAKO Fumiyo

川野 達也

KAWANO Tatsuya

字幕制作

Subtitle Production

肝付 兼明

KIMOTSUKI Tomoaki

スタンス・カンパニー

Stance Company

楠本 賢司

KUSUMOTO Kenji

坂口 一直

SAKAGUCHI Kazunao

黒松 祐紀

KUROMATSU Yuuki

相澤 貴子

AIZAWA Takako

榊田 大成

SAKAKIDA Taisei

押垂 勝久

OSHIDARE Katsuhisa

高見澤 朋子

TAKAMIZAWA Tomoko

Day for Night

Day for Night

鳥越 未来子

TORIGOE Mikiko

中村 圭吾

NAKAMURA Keigo

字幕制作協力

Technical Support

乗松 あや子

NORIMATSU Ayako

アテネ・フランセ文化事業株式会社 Athenee Francais Culture Center

森 裕美

MORI Hiromi

赤松 幸洋

AKAMATSU Yukihiro

吉野 友紀

YOSHINO Yuki

大久保 美枝

OKUBO Mie

桑原 広考

KUWAHARA Hirotaka

司会

MODERATORS

小谷 香織

KOTANI Kaori

高橋 哲也

TAKAHASHI Tetsuya

田中 雅子

TANAKA Masako

西谷 郁

NISHITANI Kaoru

玉田 友利子

TAMADA Yuriko

神保 廣政

JIMBO Yoshimasa

鳥居 真二

TORII Shinji

原田 徹

HARADA Toru

今井 将人

IMAI Masato

鈴木 祐二

SUZUKI Yuji

吉岡 文平

YOSHIOKA Bunpei

堀 三郎

HORI Saburo

字幕協力
大阪アジアン映画祭

Osaka Asian Film Festival

東京国際映画祭

Tokyo International Film Festival

東京フィルメックス

TOKYO FILMeX

熱帯美術館

Nettai Museum

ワイズ・インフィニティ
最上 麻衣子

MOGAMI Maiko

神谷 直希

KAMIYA Naoki

市山 尚三

ICHIYAMA Shozo

武田 真依

TAKEDA Mai

櫻田 美樹

SAKURADA Miki

細田 治和

HOSODA Harukazu
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共催

助成

8/30

特別協賛

四校
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Staff

編集

高橋
デザイン

協賛
公式カタログ OFFICIAL CATALOG

謝辞

ACKNOWLEDGMENT

編集総指揮

Managing editor

大阪アジアン映画祭

Osaka Asian Film Festival

梁木 靖弘

HARIKI Yasuhiro

東京国際映画祭

Tokyo International Film Festival

東京フィルメックス

TOKYO FILMeX

編集

Editor

高橋 哲也

TAKAHASHI Tetsuya

福岡市ボランティア連絡協議会 視覚障がい者部門
有限会社九州シネマ・アルチ

Kyushu Cinema Arci

ユナイテッド・シネマキャナルシティ13

United Cinemas Canal City 13

執筆

Contributors

株式会社ジーアングル

G-angle co.,ltd.

大迫 章代

OSAKO Fumiyo

日活株式会社

NIKKATSU Corporation

神保 慶政

JIMBO Yoshimasa

ラブエフエム国際放送株式会社

LOVE FM International Broadcasting Co.,Ltd.

高橋 哲也

TAKAHASHI Tetsuya

有限会社熱帯美術館

Nettai Museum

デビット
・キャリシャー

David KALISCHER

有限会社アルファープロデュース

αPRODUCE Co.,Ltd.

西谷 郁

NISHITANI Kaoru

ユーズピップ株式会社

Usepip Co., Ltd.

梁木 靖弘

HARIKI Yasuhiro

吉本興業株式会社

YOSHIMOTO KOGYO CO.,LTD.

株式会社東京現像所

TOKYO LABORATORY LTD.

デザイン

Designer

ムヴィオラ

MOVIOLA

(有)アクセス

ACCESS INC.

スターサンズ

Star Sands,Inc.

團野 孝幸

DANNO Takayuki

原口 智雄

HARAGUCHI Tomoo

鳥越 千絵

TORIGOE Chie

共催 Co-organized by

国際交流基金アジアセンター

THE JAPAN FOUNDATION ASIA CENTER

助成 Assistance

日本芸術文化振興基金助成事業 JAPAN ARTS FUND
2019

特別協賛 Special Support

翻訳

Translators

西日本シティ銀行

THE NISHI-NIPPON CITY BANK

高杉 美和

TAKASUGI Miwa

公益財団法人西日本国際財団

THE NISHI-NIPPON FOUNDATION

高見澤 朋子

TAKAMIZAWA Tomoko

福岡地所株式会社

FUKUOKA JISHO Co., LTD.

デビット
・キャリシャー

David KALISCHER

株式会社福岡リアルティ

Fukuoka Realty Co.,Ltd.

樋口 裕子

HIGUCHI Yuko

協賛 Support

株式会社ジーアングル

G-angle Co.,LTD.

株式会社レベルファイブ

LEVEL-5 INC.

コニカミノルタジャパン株式会社

KONICA MINOLTA JAPAN, INC.

九州電力株式会社

KYUSHU ELECTRIC POWOR CO.,INC.

株式会社福岡銀行

THE BANK OF FUKUOKA, LTD.

西日本鉄道株式会社

NISHI-NIPPON RAIL ROAD CO., LTD.

西部ガス株式会社

SAIBUGAS CO., LTD.

九州旅客鉄道株式会社

KYUSHU RAILWAY COMPANY

タマホーム株式会社

TAMAHOME CO., LTD.

正晃株式会社

SEIKO CO., LTD.

明治安田生命保険相互会社

MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO., LTD.

西日本電信電話株式会社

NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION

東京海上日動火災保険株式会社 Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.
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公式カタログ

株式会社山口油屋福太郎

YAMAGUCHI ABURAYA FUKUTARO CO.,LTD.

ツクモ

Project White Co., Ltd. (TSUKUMO)

株式会社大韓航空

KOREAN AIR LINES CO., LTD.

beyond 2020

beyond 2020
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