
ドーム映像

■
●
2019年／日本／23分
出演：関口アナン、吹越ともみ、小野まりえ、五頭岳夫、

川崎マリ子

●監督：中村貴一朗

●
●
入場料：無料（当日先着順）
お問合せ：（株）デジタルSKIPステーション　048-264-7777

●
●
入場料：無料（整理券による定員制 各回30分完全入替）
お問合せ：（株）デジタルSKIPステーション　048-264-7777

※整理券はHDスタジオで当日12時より配布予定

©埼玉県／SKIPシティ彩の国ビジュアルプラザ

メイド・インSKIPシティ
SKIPシティを拠点とするクリエイターによる、埼玉県の魅力を映像で発信する「コバトンTHEムー
ビー」と、川口を舞台に男女の物語を描いた『避雷針』を上映。『避雷針』は、180°円周魚眼レンズで
撮影したドーム作品版と、2D作品版が楽しめます。作品に関連したイベントも実施！

「避雷針のないビルを見つけられたら結婚してあげる
よ」ユウコのその一言から避雷針のないビル探しに
出かけるハル。耐震強度偽装が世間を騒がせていた
時代を背景に、二人の恋模様を追った青春ラブス
トーリー。

避雷針

7/18（木）12:30～17:00HD

プラネタリウムのような半球型スクリーンで全天周
映像の魅力を感じてください。

7/18（木）10：30多

今年の本映画祭は、昨年の日本映画界最大の話題作『カメラを止めるな！』の上田慎一郎
監督と、同作にスタッフとして参加した中泉裕矢監督、浅沼直也監督の3名が共同で手掛
けた『イソップの思うツボ』が幕開けを飾ります！SKIPシティ 彩の国ビジュアルプラザを
拠点に活動する若き新鋭の野心作をお楽しみください。

オープニング上映
現在は大作映画を主戦場とする、ジョージ・ルーカス、クリント・イーストウッド、スティー
ブン・ソダーバーグ、三池崇史。日米4人の巨匠の意欲溢れるデビュー作をスクリーンで
一挙上映！作品からほとばしる才気に圧倒されること必至です。

特集上映「トップランナーたちの原点」

カメだけが友だちの女子大生、亀田美羽。大人気“タレント家族”の娘、兎草早織。“代行屋父娘”とし
て暮らす戌井小柚。3人の少女が出会う時、最高の奇跡が起こる。これは甘く切ない青春映画…では
ない！誘拐、裏切り、復讐、はがされる化けの皮！

7/13（土）14：00映

構想3年！『カメ止め』クリエイター再集結！
異色のトリプル監督で贈る、予測不能の騙し合い！

イソップの思うツボ

©埼玉県／SKIPシティ彩の国ビジュアルプラザ

■
●
●
●
●
●

2019年／日本／87分
監督：浅沼直也、上田慎一郎、中泉裕矢
出演：石川瑠華　井桁弘恵　紅甘　斉藤陽一郎　藤田健彦　髙橋雄祐　桐生コウジ　川瀬陽太　渡辺真起子　佐伯日菜子
製作：埼玉県／SKIPシティ彩の国ビジュアルプラザ
制作・企画：デジタルSKIPステーション
配給：アスミック・エース

1985年生まれ、長野県出身。『Heart Beat』（12）が2012年の本映画祭長編部門にノミネート。そ
の後、ndjc2013に選出され『鉄馬と風』（14）を完成させる。オムニバス映画『４／猫 ねこぶんのよ
ん』（15）の一編『一円の神様』で商業監督デビュー。『冬が燃えたら』（16）が2017年の本映画祭短編
部門で最優秀作品賞を受賞。『カメラを止めるな！』（17）ではスチールを担当した。最新短編『七年目
の化石』（18）は第71回カンヌ映画祭「SHORT FILMS FROM JAPAN 2018」で正式上映された。

監督：浅沼直也

1984年生まれ、滋賀県出身。2010年、映画製作団体PANPOKOPINA（パンポコピーナ）を結成。こ
れまでに8本の短編を監督し、国内外の映画祭で20のグランプリを含む46冠を獲得。オムニバス映
画『４／猫 ねこぶんのよん』（15）の一編『猫まんま』で商業デビュー。『カメラを止めるな！』（17）は
興収31億円を突破し、2018年最大の話題作となった。「100年後に観てもおもしろい映画」をスロー
ガンに娯楽性の高いエンターテインメント作品を創り続けている。

監督：上田慎一郎

1979年生まれ、茨城県出身。役者として活動後、2011年より映像製作に携わり、オムニバス映画『４
／猫 ねこぶんのよん』（15）の一編『ホテル菜の花』で商業デビュー。昨年の本映画祭オープニング作
品『君がまた走り出すとき』（18）で初の長編映画を手掛ける。『カメラを止めるな！』（17）には助監督
として参加し、「カメラを止めるな！スピンオフ『ハリウッド大作戦！』」（19）では監督を務める。現在
はテレビ東京「ガイアの夜明け」の演出も担当している。

監督：中泉裕矢

バリアフリー上映（日本語字幕＋音声ガイド／UDCast方式上映）

7/18（木）14：00多

©ENBUゼミナール

観客動員220万人、興収31億突破!!
日本映画界を震撼させたノンストップ・ゾンビサバイバル！

カメラを止めるな！

とある自主映画の撮影隊が山奥の廃墟で
ゾンビ映画の撮影をしていたが、そこへ本
物のゾンビが襲来！監督は大喜びで撮影
を続けるが、撮影隊の面々は次々とゾンビ
化していき…。
■
●
●
●

2017年／日本／96分
監督：上田慎一郎
出演：濱津隆之、真魚、しゅはまはるみ、長屋和彰
配給：アスミック・エース＝ENBUゼミナール

7/19（金）17：30映

©1971 Universal Pictures Co., Inc. All Rights Reserved.

人気俳優からオスカー受賞の名監督へ。
処女作とは思えない衝撃のスリラー。

恐怖のメロディ

人気DJデイブのラジオ番組にいつも「ミ
スティ」をリクエストしてくる女性がいた。
ある晩、その女性イブリンと知り合ったデ
イブは彼女と一夜を共にする。しかしそこ
から彼女は常軌を逸した行動に出るよう
になり…。
■
●
●

●

1971年／アメリカ／102分
監督：クリント・イーストウッド
出演：クリント・イーストウッド、

ジェシカ・ウォルター
提供：Park Circus

7/17（水）17：30映

©1995 KADOKAWA

これぞ三池！
記念すべき劇場映画デビューを飾った
ピカレスク・バイオレンス！

新宿黒社会　チャイナ・マフィア戦争

あらゆる犯罪のるつぼ・新宿歌舞伎町で勢力を伸ばすチャイニー
ズ・マフィア“龍爪”。彼らを追う新宿署の一匹狼・桐谷は、警官刺
殺事件の捜査を続ける中で、弟の義仁が“龍爪”に関わっているこ
とを知り愕然とする。
■
●
●
●

1995年／日本／101分
監督：三池崇史
出演：椎名桔平、田口トモロヲ、大杉漣、平泉成
提供：KADOKAWA

7/19（金）10：30多

©1988 Outlaw Productions. All Rights Reserved.

カンヌで史上最年少パルム・ドール受賞！
俊英ソダーバーグの鮮烈なデビュー作。

セックスと嘘とビデオテープ

弁護士の夫ジョンと裕福な暮らしをする
貞淑な妻アンは、実はセックスレスと鬱病
に悩んでいた。ある日ジョンの旧友グレア
ムの来訪をきっかけに、アンの欺瞞に満ち
た生活と潜んでいた深層心理が赤裸々に
暴かれてゆく…。
■
●
●

●

1989年／アメリカ／100分
監督：スティーヴン・ソダーバーグ
出演：ジェームズ・スペイダー、アンディ・マクダウェル、

ピーター・ギャラガー、ローラ・サン・ジャコモ
提供：ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

映像ホール映 多 多目的ホール

7/19（金）14：30映

©1971 A Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved

『スター・ウォーズ』シリーズの生みの親、
ジョージ・ルーカス幻のデビュー作！

THX-1138 ディレクターズカット

時は25世紀、人類はコンピューターに支配されていた。精神安定剤
の服用を義務付けられ、番号で管理される生活の中、THX-1138と
ルームメイトの女性LUH-3417は自らの意思で精神安定剤の服
用を止め、やがて愛し合うようになる。
■
●
●
●

1971年／アメリカ／88分
監督：ジョージ・ルーカス
出演：ロバート・デュヴァル、マギー・マコーミー、ドナルド・プレゼンス 
提供：ワーナー・ブラザース映画

審査委員長 三池崇史（日本）／映画監督

審査員
佐藤現（日本）／東映ビデオ株式会社 コンテンツ部 チーフプロデューサー
ヘディ・ザルディ（フランス）／ルクスボックス 代表
ワユン・ハディ（シンガポール）／シンガポール国際映画祭 エグゼクティブ・ディレクター

毎年たくさんの観客が来場する国際コンペティション。今年は、アニメー
ション作品が初のノミネートを果たすなど、よりバラエティに富んだライ
ンナップとなりました。世界中から集められた選りすぐりの10本から、お
気に入りを見つけてください。

国際コンペティション（60分以上）

製作年1 製作国・地域2 分数3 監督4映像ホール映 多 多目的ホール

審査委員長 荻上直子（日本）／映画監督

審査員 坂野ゆか（日本）／公益財団法人川喜多記念映画文化財団 チーフ・コーディネーター
ジェイソン・グレイ（イギリス、日本）／有限会社ローデッド・フィルムズ クリエイティブプロデューサー

『岬の兄妹』の片山慎三監督、『カメラを止めるな！』の上田慎一郎監督など、
ここから巣立っていった監督たちが熱い注目を浴びる国内コンペティション。
彼らに続く新たな才能の原石に、いち早く出会えるチャンスをお見逃しなく！

国内コンペティション

製作年1 製作国・地域2 分数3 監督4映像ホール映 多 多目的ホール

©SHOWBOX

複雑な関係の二人の女子高生を描く、
韓国の人気俳優キム・ユンソク
監督デビュー作。

未成年（原題）

女子高生のジュリは、父が同級生ユナの母ミヒと浮
気をしていることを知り、ユナに忠告するが、逆にミ
ヒが父の子を妊娠していることを知らされる。口論の
末、ユナはジュリの母に夫の浮気をばらしてしまう。
2019年1 韓国2 96分3 キム・ユンソク4

7/16（火）17：00多 7/20（土）14：30映

ⒸStudio Visit LLC

アーティストの情熱を搾取する
アート業界を風刺した
スラップスティック・コメディ。

バッド・アート

無名画家のジョルダナは、収入のために、別のアー
ティストに雇われて他人名義の絵を描く日々を過ご
していた。ある日、有名雑誌に絶賛された作品を求め
て、多くのバイヤーたちが突然仕事場にやって来る。
2019年1 アメリカ2 81分3
タニア・レイモンド、ジオ・ゼッグラー4

7/18（木）17：00多7/15（月・祝）11：00映

上映時間98分、全編ワンカット！
極限の状態で、
母は娘の隠された哀しみを知る。

ブラインド・スポット

その日、帰宅した娘テアはいつもとまるで変わらない
様子だった。しかし、食事の支度をしていた母マリア
が呼んでも返事がない。娘の部屋に入ってみると、窓
は開きっぱなしで、テアの姿もなくなっていた…。
2018年1 ノルウェー2 98分3 ツヴァ・ノヴォトニー4

7/20（土）10：30多7/16（火）14：30映

ⒸKAF Production

死と隣り合わせの日常の中で、
彼らの影はひとつずつ消えていった…。

私の影が消えた日

冬のシリア。息子に温かい食事を食べさせるため、ザ
ナはガスの配給に並ぶ。しかし、供給が尽きてしま
い、配給に並んでいた人たちとタクシーで隣町まで向
かおうとするのだが、それは悲劇の始まりだった…。
2018年1 シリア、レバノン、フランス、カタール2
90分3 スダ―デ・カダン4

7/15（月・祝）17：00多 7/18（木）14：30映

家族は私が必ず守る！
命を懸けて困難に立ち向かう女性が
見出した希望とは？

イリーナ

ブルガリアの寒村に暮らすイリーナは、料理を盗んで
いたことがばれて勤め先のレストランをクビになる。
同じ日に夫が深刻な事故に遭ってしまい、困窮した
彼女は、金策のため代理母の申し出を引き受ける。
2018年1 ブルガリア2 96分3 ナデジダ・コセバ4

7/20（土）17：00多7/17（水）11：00映

初めて宇宙を訪れた生命体は、
犬ではなく人間だった⁉
ハンガリー発新感覚コメディ。

ロケットマンの憂鬱

1957年、宇宙事業に力を入れていた当時のソビエト
連邦は、同盟国であるハンガリーに世界初の宇宙飛
行士を選ぶ権利を与えた。そして候補者として選ばれ
たのは、空を飛ぶことに人生を捧げた男ライコだった。
2018年1 ハンガリー2 90分3
バラージュ・レンジェル4

7/14（日）14：00多 7/18（木）11：00映

©Hassan Fazili

アフガニスタンから、ドイツを目指して。
ある家族の命の旅路のドキュメンタリー。

ミッドナイト・トラベラー

タリバンから死を宣告された監督のハサン・ファジリ
は、妻と二人の娘を連れタジキスタンに亡命を図るも
受理されず、危険なアフガニスタンに戻る。その時か
ら、安住の地を求める一家の長い旅が始まった…。
2019年1 アメリカ、カタール、カナダ、イギリス2
87分3 ハサン・ファジリ4

7/14（日）10：30多 7/17（水）14：30映

ⒸHenrik Ohsten

右傾化する国家の問題を
スタイリッシュな映像で描く、
衝撃の政治サスペンス。

陰謀のデンマーク

コペンハーゲンで爆弾テロが起きてから一年後のデ
ンマーク。間近に控えた選挙では、極右政党が勝利す
ると見られていた。一方対立するグループも現れ、19
歳のザカリアもそこで行動を起こすことを迫られる。
2019年1 デンマーク2 119分3 ウラー・サリム4

7/14（日）17：00多 7/16（火）11：00映

ⒸJour2Fete

難民キャンプに暮らす少女と
曽祖父の強い絆を描く、
感動のアニメーション。

ザ・タワー

パレスチナ人の少女ワルディは、1948年からベイルー
トの難民キャンプに暮らす曽祖父シディが大好き。し
かし彼から故郷の家の鍵を渡され、曽祖父がいつか家
に戻るという夢を失ってしまったのかと不安になる。
2018年1 ノルウェー、フランス、スウェーデン2
77分3 マッツ・グルードゥ4

7/17（水）17：00多7/15（月・祝）14：30映

Ⓒ旅愁2019

異国の日本で出会った
中国人の青年ふたり。
彼らのやるせない思いの行方とは？

旅愁

東京で民泊を営む李風は、近所で個展を開いていた
画家の王洋と出会う。李風は、王洋に民泊で絵を飾る
ことと接客の手伝いを提案し、二人の同居生活が始
まる。ある日、王洋の元カノが泊まりに来るのだが…。
2019年1 日本、中国2 90分3 呉沁遥4

7/19（金）17：00多7/14（日）11：00映

Ⓒ2018立教大学映像身体学科/Récolte＆Co.

カルト、災害、未来予知、戦争…。
様々なキーワードが交錯する
重層的なドラマ作品。

サクリファイスサクリファイス

かつて新興宗教団体〈汐の会〉で東日本大震災を予
知した翠は、今は女子大生になっていた。その頃、大
学周辺では三つの不穏な事件が起こり、同じ大学の
塔子は猫殺しの犯人が同級生の沖田ではないかと
疑うが…。
2019年1 日本2 76分3 壷井濯4

7/17（水）10：30多7/14（日）14：30映

Ⓒ2019「おろかもの」制作チーム

「結婚式、止めてみます？」
その時、私と兄の浮気相手の
奇妙な共犯関係は始まった。

おろかものおろかもの

高校生の洋子は結婚を目前に控えた兄・健治が、美沙
という女性と浮気をしている現場を目撃する 。衝動と
好奇心に突き動かされて美沙と対峙した洋子は、美
沙の独特の柔らかさと強さ、脆さに惹かれていく。
2019年1 日本2 96分3 芳賀俊、鈴木祥4

7/16（火）10：30多 7/20（土）17：30映

Ⓒ藤本匠

ポンコツ派遣バイトの峻と
愛情が暴走する雪。
二人の婚前騒動を描く人情喜劇。

バカヤロウの背中バカヤロウの背中

おんぼろシェアハウスに住む結婚間近の峻と雪は、中
国人留学生らの隣人に囲まれながらつましく生活して
いた。しかし、元恋人の軌余子が現れ、隣の部屋に暮
らし始めたことで、抑圧と閉塞感が峻を襲い始める。
2019年1 日本2 67分3 藤本匠4

7/20（土）14：00多7/16（火）17：30映

Ⓒ八王子日本閣

親友の名誉を守るため、
僕らはある計画を立てた…。
おかしく切ない青春グラフィティ。

ミは未来のミミは未来のミ

高三の拓也は秋になっても進路を決めかね、焦りを
感じながらもダラダラと毎日を過ごしていた。ある日、
仲良しグループの高木が交通事故に遭う。拓也は皆
で交わしたある約束を果たすため仲間を集める。
2019年1 日本2 62分3 磯部鉄平4

7/17（水）14：00多7/14（日）17：30映

Ⓒ2018「ミドリムシの夢」製作委員会

忌み嫌われたって、
俺たちには守るべきものがある！
負け犬たちへエールを送る痛快作。

ミドリムシの夢ミドリムシの夢

真面目なマコトといい加減な性格のシゲの二人組
は、駐車違反を取り締まる駐車監視員（ミドリムシ）。
深夜勤務の日、いつものように違反切符を切った二
人は、予期せぬ事件に巻き込まれていく。
2019年1 日本2 86分3 真田幹也4

7/16（火）14：00多 7/20（土）11：00映

短編部門（15分以上60分未満） 長編部門（60分以上）

短編②（合計79分） 7/15（月・祝）14：00多 7/19（金）11：00映

multiple

上京してルームシェアをする3人の同級生。不発に終わった合コ
ン、都合の良い時だけ連絡をしてくる男、元カレが幹事をする同
窓会…。飲み明かすある日の晩、彼女たちが互いに語るシアワセ
とは…。

「婚活」「初恋」「セカンド女子」
私たちって重いですか？

2019年1

日本2

23分3

永冶ミユキ4

遠い光

雪の降り積もる山間の村で、妻を事故で亡くした男は娘と母の3
人暮らし。老いた母は山を見つめ、男は娘を連れて山へ入り狩り
を続ける毎日。ある日、山へ迷い込んだ娘の前に死んだはずの妻
が現れる。

©遠い光製作委員会2019

助けてくれたのはお母さんだった－
美しい山で起こったミステリアスな話。

2019年1

日本2

19分3

宇津野達哉4

歩けない僕らは

新米理学療法士の遥は、脳卒中で左半身が不随になった柘植の
リハビリを担当することになる。「元の人生には戻れますかね？」
と聞く柘植に、何も答えられない遥。現実と向き合う二人の日々
が始まる。

©映画『歩けない僕らは』

リハビリの先には何が待っている？
理学療法士と患者、二人の再生物語。

2018年1

日本2

37分3

佐藤快磨4

短編①（合計76分） 7/15（月・祝）10：30多 7/18（木）17：30映

春

美大に通うため祖父の家に居候するアミ。課題もうまくいかず、
就活にも不安が募る中、介護が必要になっていく祖父との生活
に苛立つ日々。しかし祖父の昔話を聞くうちに、アミの心境に変
化が訪れる。

©AOI Pro.

地方に暮らす美大生の孫と痴呆が進む祖父。
二人にとっての春とは何？

2018年1

日本2

27分3

大森歩4

JURI

大学のオカルト研究会に入った眞由美。今年も研究会恒例の新
人歓迎冬季キャンプが行われることに。夜も更け、オカルト話に
盛り上がる部員たちは、トイレに行ったまま戻らないトモを探し
に行く。

片方だけ落ちていた靴、血の付いた包丁、
このブルーシートの中身は…。

2019年1

日本2

25分3

西条みつとし4

メイリンの決めたこと

日本と中国、両方の国籍を持つ大学生・美鈴（メイリン）には、日
本人の恋人・翔がいる。冬休みを翔と楽しく過ごす美鈴だが、彼
女は22歳の誕生日までにどちらかの国籍を選ばなければいけな
かった。

©What Meiling Decided 2019

就活、恋愛、…国籍。
中国人ハーフの大学生の葛藤を描いた青春ドラマ。

2019年1

日本2

24分3

鯨岡弘識4

短編③（合計80分） 7/15（月・祝）17：30 多 7/19（金）14：00映

スカーフ

雅は、恋い焦がれた女友だちの真広に思いを告げられず、好意を
寄せてくれる匡との関係も中途半端なまま、高校卒業を迎えよう
としていた。上京直前で焦った匡の思わぬ行動で、雅はようやく
動き出す。

好きになったのは女の子、
好きになってくれたのは男の子。

2019年1

日本2

33分3

的場政行4

ぜんぶ東京のせいだ

夢を諦め、恋にも破れ、鬱屈とした日々を過ごす男の前に、不思議
な少女が現れる。自分以外には見えない少女の存在に動揺しつ
つも、彼女の発する言葉は、止まっていた男の人生を動かし始め
ていく。

平凡なサラリーマンと謎の美少女が描く
コミカルファンタジーワールド。 

2019年1

日本2

20分3

村木雄4

産むということ

産まれてくる子どもを心待ちにしている真島夫婦。しかし、ある
日の検診で、医師から子どもに障碍がある可能性を告げられる。
出生前診断を勧められた夫婦は、今後のことを考え始める…。

産むべきか、それとも…。
出生前診断を巡る夫婦の葛藤と選択。

2019年1

日本2

27分3

マキタカズオミ4

R15+

関連企画（入場無料）

©E.x.N K.K.

ママ・シアター
オムツ交換・授乳スペースも備え、ベビーカーも入場可能なママ・シアター。今年は、祖国を離れ日
本に住むミャンマー人一家の切なくも心温まる物語。リラックスできる空間でお楽しみください。

7/14（日）10：30HD※赤ちゃん連れの方限定のイベントです。
　通常より音量は控えめに、照明も明るめに設定しています。

在日ミャンマー人家族の実話を元にしたヒューマン
ドラマ。日本で生まれ育った幼い兄弟、ミャンマーに
帰りたい母、生活のため、日本を離れられない父。突
然届いた通知により家族の運命が変わっていく…。
■
●
●

●

2017年／日本、ミャンマー／98分
監督：藤元明緒
出演：カウン・ミャッ・トゥ、ケイン・ミャッ・トゥ、アイセ、

テッ・ミャッ・ナイン
配給：E.x.N

●
●
入場料：無料（当日先着順）
お問合せ：SKIPシティ国際Ｄシネマ映画祭事務局　048-263-0818

●定員：30名

僕の帰る場所

●入場料：無料（当日先着順）●お問合せ：映像ミュージアム「カメラクレヨン」担当  048-265-2590

私立探偵ミライ

～子どもたちが作った映画がいま、面白い！～カメラクレヨン
川口子ども映画クラブが制作した『MISSION INCREDIBLE』、『私立探偵ミライ』の二本と、映像
学習プログラムの傑作選を上映します。川口子ども映画クラブの作品は、昨年の夏、記録的な暑さ
の中で子どもたちが一生懸命制作し、今年のマイナビ第３回日本こども映画コンクールでも入賞し
た力作です！映像学習プログラムでは、小学生がニュース番組やTVCMの制作にチャレンジした作
品の中から、選りすぐりのラインナップを上映します。制作した子どもたちとのQ&Aもお楽しみに！

7/14（日）14：30HD

映像学習プログラムMISSION INCREDIBLE

HD HDスタジオ



無料直行バス時刻表

伝統と躍動の街“はとがや”が生んだ自慢の和菓子・焼きうどん
ソースなどを販売します。
●主催：鳩ヶ谷商工会　048-281-5555

コリドール（2F）7/20（土）10：00～16：00

鳩ヶ谷特産品の販売

野菜ソムリエと一緒に、親子で食育体験！

野菜ソムリエと一緒に、五感を使って野菜や果物を楽しもう！クイ
ズなど楽しい企画を用意してお待ちしています。
●
●
協力：野菜ソムリエコミュニティさいたま
お問合せ：（株）デジタルSKIPステーション　048-264-7777

センターサークル（2F）7/20（土）10：00～15：00

ベーゴマ教室

初めての方でも指導員が教えてくれるので心配無用です。上手く
なったら名人に挑戦しよう！ベーゴマの販売も行います。
●お問合せ：（株）日三鋳造所　048-222-4430

コリドール（2F）7/20（土）10：00～12：00、13：00～16：00

ふれあい・一日動物村

ベテランの飼育員が付き添いますので、安心してウサギ・モルモッ
ト・アヒル・チャボなどとふれあえます。
●お問合せ：（株）デジタルSKIPステーション　048-264-7777

コリドール（2F）7/20（土）11：00～13：00、14：00～16：00

わくわくワーク「フェナキストスコープ」

回転させた円板のすき間から、鏡を覗いてみると･･･絵が動いて見え
る？！ふしぎなフェナキストスコープを作ってみよう！
●
●
●

定員：各回50名（先着順受付）
参加費：無料（ただし科学展示入場料が必要です）
お問合せ：川口市立科学館　048-262-8431

7/13（土）、20（土）各日11：30、13：00、14：30
7/16（火）、18（木）各日13：00、14：30

今年も“0363”（オサムサン）が映画祭にやってきます！ベジタ（Vegetable）
×バル（Bar）。気軽に立ち寄れるイタリアンテイストのお店です。お昼は“ボ
リューム満点”の日替わりプレートランチとお弁当を、上映の合間には香り
高いコーヒーで一息。ナポリタンドックなど各種軽食もご用意しています。

●

●

営業日時：7/14（日）～20（土）11:30～15:00
※ラストオーダーは14:30です。
お問合せ：ベジタ×バル0363（オサムサン）090-1055-9565

ベジタ×バル 0363（オサムサン） NHKアーカイブス（2F）

埼玉の観光スポット＆アニメの舞台地情報コーナー

● 素敵な“旅先”となる魅力溢れる観光スポットやグルメスポットを
パンフレットなどで紹介します。

● 埼玉県には、マンガ・アニメの舞台地がたくさんあります。舞台地
や作品紹介のパネル展示をします。

● さらに、映画やTVドラマの舞台にもなっている“とっておき”のロ
ケ地を紹介、貴重な台本や役者のサイン色紙も展示します。

●お問合せ：埼玉県観光課　048-830-3955

7/13（土）～21（日）多目的ホール前ロビー（1F）

伝統と信頼の証 “川口i-monoブランド”と“川口i-wazaブランド”。
独創性・技術力に優れた認定製品・技術を展示します。
●
●
主催：川口商工会議所（経営支援課）
お問合せ：048-228-2220

川口ブランド認定製品・技術展
7/13（土）～21（日） 多目的ホール前ロビー（1F）

“朝ドラ”の愛称で親しまれてきた連続テレビ小説は、1961年、第
一作「娘と私」が放送されてから58年。最新作「なつぞら」で100作
目を迎えました。各番組のポスターや絵はがきなどで朝ドラ100作
をふりかえります。
●お問合せ：公開ライブラリー　048-268-8000

NHK朝ドラ１００パネル展
7/19（金）～21（日）

NHKアーカイブス（2Fどーもくんシアター）
※パネル展は9/1まで開催

SKIPシティの夏祭り（イベント情報）無料
※全てのイベントは天候などの都合により予告なく中止・変更になる場合がございます。予めご了承ください。

NHKキッズスペシャル上映会

NHKアーカイブスが保管する番組と人気ア
ニメなどのスペシャル上映会です。

7/13（土）、14（日）、15（月・祝）、20（土）、21（日）
NHKアーカイブス（2Fどーもくんシアター）

●お問合せ：公開ライブラリー　048-268-8000
©犬丸りん・NHK・NEP

公開ライブラリー内ギャラリーでは、昔はどこの町にもあった映
画館や劇場などをテーマに「懐かしい町の風景～映画館・劇場な
ど～」写真展を開催します。
●お問合せ：公開ライブラリー　048-268-8000

「懐かしい町の風景～映画館・劇場など～」写真展
7/2（火）～21（日）公開ライブラリー内ギャラリー ※写真展は7/31まで開催

●
●
協力：一般社団法人埼玉県トラック協会
お問合せ：（株）デジタルSKIPステーション　048-264-7777

交通安全を体験して学ぼう
雨天中止プロムナード7/14（日）10：00～15：00

交通安全を体験しながら学べる“サイトくん”がSKIPシティにやっ
てきます。ドライビングシミュレータや衝突時のエアバッグ体験な
ど17種類の体験ができます。

●
●
協力：上青木地区青少年育成協議会
お問合せ：（株）デジタルSKIPステーション　048-264-7777

ＳＫＩＰシティの夜店
プロムナード7/15（月・祝）16：30～19：30

野外上映までのひととき、綿菓子・かき氷・ヨーヨー・生ビールなど
の夜店が並びます。ご家族でどうぞ。

●主催：上青木地区連合町会

ＳＫＩＰシティの盆踊り
プロムナード7/15（月・祝）18：00～

恒例の国際色豊かなSKIPシティの盆踊り。さあ、みんなで踊りま
しょう！

雨天中止

プロの映画監督が直接教える、映画撮影が初めての方向けの映画
制作ワークショップ。一日でシナリオ作りから上映までを実習します。

●お問合せ：NPO法人 映画美学校　03-5459-1850

■
■
■
■

講師：竹内里紗（映画監督『21世紀の女の子～Mirror』）
対象：18歳以上の方(定員21名)※先着順受付
料金：2,500円（事前振込）
お申込：映画美学校WEBサイト（www.eigabigakkou.com）より

ご登録ください

映画制作ワークショップ
産業技術総合センター４F7/17（水）10：00～18：00

有　料

駐車場入口
駐車券と上映チケット半券を
各上映会場でご提示いただくと

駐車料金無料。

1F 多目的ホール
1F HDスタジオ

4F 映像ホールプ
ロ
ム
ナ
ー
ド

くらし

=路線バス停留所

=無料直行バス乗降場

S

科

映多
インフォメーションブース

●コリドール

●センターサークル

2F 3F

1F

●NHKアーカイブス

HD

SKIPシティ JR川口駅
SR鳩ヶ谷駅

授産施設の方々が心を込めて作った商品を取り
揃えたお店です。洗練されたデザインが売り！知
る人ぞ知るおいしいものもあります！ぜひお立
ち寄りください！

SADECO SHOP （1F）S

お子様連れでも安心して映画を楽しめます。大切な
お子様を、スタッフ一同心を込めてお世話します。

臨時保育サービス 
【事前予約制】（3F）

ご利用日時：7/14（日）～2０（土）の10:00～17:00 
対象：映像ホール、多目的ホールでのプログラムを

ご覧になるお客様の、3か月以上未就学の
お子様

料金：1回300円（1プログラムの開演から終演まで）
お申込・お問合せ：（株）ママMATE埼玉支部
　　　　　　　　担当 白石 TEL&FAX：048-752-7711
受付時間：月～金9:00～18:00
※受付時間外及び土休日：090-3658-4093
※お申込はご利用の前々日午前中までにお願いします。

●
●

●
●

●

9：30～17：00（入場は16：30まで）
入場料：大人510円、小中学生250円
TEL：048-265-2500

映像の歴史、原理、制作のプロセスを体験しなが
ら学習できる施設です。企画展では「マツリミラ
イ：先端映像技術が“祭”をアップデートする」を
開催中。ARやプロジェクションマッピングなど
を使った“ミライのマツリ”を体験できます。

映像ミュージアム（2F）

※映画祭期間中は、上映チケット半券で入場無料
●
●
●

9：30～17：00（入場は16：30まで）　　
入場料：無料
TEL：048-261-0993

消費生活について楽しみながら学べる、本格的な
参加体験型の展示施設です。映画祭期間中は毎
年恒例の夏イベント「くらっしーマーケットでお買
いもの」を開催しています！

彩の国くらしプラザ （2F）くらし

●
●
●

8：00～18：00
7/14（日）、15（月・祝）は20:00まで営業 

●

※上映チケット半券ご提示でお弁当・おにぎり・
お菓子・ジュースなど5％引き

11：00～22：00●

※上映チケット半券ご提示で、煮卵かワンタン
のどちらか無料（お食事をご注文の方のみ）

※上映チケット半券ご提示で、5,000円以上の
飲食代より1,000円引き

16：00～24：00●

OP上映『イソップの思うツボ』の半券ご
提示で1ドリンク無料（1オーダー制）

SKIPシティ 会場マップ

野外上映を楽しもう
雨天中止プロムナード7/14（日）、15（月・祝）

今年の野外上映は、バッグス・バニーとダフィー・ダックが大活躍の
「ルーニー・テューンズ・ショー」と、最強の迷コンビ（!?）犬のケンケン
＆ブラック魔王のドタバタ劇「チキチキマシン猛レース」をお届け！

（上映時間：約40分）

LOONEY TUNES and all related characters 
and elements are trademarks of and © Warner 
Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

ルーニー・テューンズ・ショー
第1夜：7/14（日）19:30～

チキチキマシン猛レース
第2夜：7/15（月・祝）19:30～

（上映時間：約45分）

ふれあいイベント

人気キャラクターの「はなかっぱ」がふれあいイベントにやってきま
す。ジャグラーやクラウンも登場するほか、地元小学校のマーチン
グバンドやダンスチームも会場を盛り上げます。
●
●
主催：NPO法人さいたま映像ボランティアの会
お問合せ：048-259-3421

プロムナード7/14（日）、15（月・祝）10：30～17：30

（月・祝）7/日時

場所

参加無料

15
1回目
2回目

12:30～
15:30～

SKIPシティ プロムナード

はなかっぱがふれあいイベントにやってくる！

クイズやダンスを楽しもう！

とあそぼう！

©2010 あきやまただし／はなかっぱプロジェクト

SKIP シティ国際Dシネマ映画祭を応援する市民の会

Official Sponsors

Supporter

Media Partners

※上映会場にて駐車券と上映チケットをご提示いただくと、駐車料金が無料になります。

アクセス

かわぐち
キャスティ

JR川口駅

キュポ・ラ

イート
川口

東口

西口

そごう

ペデストリアン
デッキ

（1F）

かわぐち
キャスティ

JR川口駅

キュポ・ラ（7F）

イート
川口

東口

西口

そごう

好評発売中! （金）まで7/12前売り券購入方法

場所 営業・サービス時間 支払方法 手数料

8：00～18：00 現金のみ ¥0SKIPマート SKIPシティ彩の国
ビジュアルプラザ1F

●対面販売

購入方法 営業・サービス時間 支払方法 手数料

24時間対応
現金、各種
クレジット
カードなど
（店頭のみ）

¥0
セブン-イレブン（マルチコピー機）
PC・タブレット・スマートフォン
（www.7ticket.jp）

●セブンチケット系列

購入方法 営業・サービス時間 支払方法 手数料

24時間対応
現金、各種
クレジット
カードなど
（店頭のみ）

¥0
ファミリーマート（Famiポート）
PC・タブレット・スマートフォン
（https://www.funity.jp/skipcity）

●ファミリーマート系列

購入方法 営業・サービス時間 支払方法 手数料
セブン-イレブン（マルチコピー機） 24時間対応

店舗により異なる 現金、各種
クレジット
カードなど

¥108/枚
ぴあのお店

24時間対応 ¥324/枚PC・タブレット・スマートフォン（http://t.pia.jp）

●チケットぴあ系列

電話予約（TEL：0570-02-9999）

種　類 前売券 当日券

800円600円コンペ作品１回券

559-985

900円700円特集上映「トップランナーたちの原点」作品券①
『THX-1138 ディレクターズカット』 559-986

900円700円特集上映「トップランナーたちの原点」作品券②
『恐怖のメロディ』 559-987

特集上映「トップランナーたちの原点」作品券④
『新宿黒社会 チャイナ・マフィア戦争』 900円700円 559-989

900円700円特集上映「トップランナーたちの原点」作品券③
『セックスと嘘とビデオテープ』 559-988

特集上映「トップランナーたちの原点」
フリーパス引換券 2,000円 467-796

バリアフリー上映券
『カメラを止めるな！』 700円500円 559-990

Pコード

1,000円800円クロージング・セレモニー券
（セレモニー後、国際コンペ グランプリ作品上映）

3,500円※有効期間：7/14（日）～20（土） 

※有効期間：7/17（水）、19（金）のみ 

コンペ作品フリーパス引換券

チケット販売

※コンペ作品1回券・3回券・フリーパスは、国際・国内コンペ作品以外はご覧になれません。
※関連企画は入場無料です。 ※関連企画以外の未就学児の入場はご遠慮ください。
※満員の際及び開演後の入場はお断りする場合がございます。
※当日券は各上映会場にて、開場時間より販売します。　※自由席／定員・入替制（一部を除く）
※バリアフリー上映は障害者手帳のご提示で当日券200円引きです。（同伴者１名無料）
※コンペフリーパス引換券・特集上映フリーパス引換券は、会場内　にて引換が必要です。
 （引換期間：7/14（日）～20（土）、コンペフリーパス引換券は映画祭グッズ付き）
※会期中、公式記録のため、ロビー・会場内などに撮影が入ります。予めご了承ください。

上映スケジュール

7 13
（土）

※時刻はあくまでも目安です。
予めご了承ください。

14
（日）

20
（土）

21
（日）

15
（月・祝）

16
（火）

17
（水）

18
（木）

19
（金）

10：00 11：00 12：00 13：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00 19：00 20：00

※混雑により整理券を配布する場合がございます。予めご了承ください。なお、詳細は公式WEBサイト・SNSほかにてご確認ください。

埼玉関連映画上映（入場無料）

2,100円1,500円コンペ作品３回券 467-795

オープニング・セレモニー券
（セレモニー後、『イソップの思うツボ』上映） 1,000円800円

※　は字幕付き上映です。（英語作品は日本語字幕付き、日本語作品は英語字幕付き、日本語・英語作品以外は日本語及び英語字幕付き上映）
※Q&A表記のプログラムは、上映後、ゲストとの質疑応答、★印は舞台挨拶・トークイベントなどを予定しております。（事情により変更になる場合がございます。予めご了承ください。）
※　印のプログラムには、コンペ作品1回券・コンペ作品3回券・コンペ作品フリーパスでの入場はできません。

字

映像ホール映 多目的ホール多 メディアセブンメ HDスタジオHD
国際コンペティション

オープニング・セレモニー クロージング・セレモニー
国内コンペティション バリアフリー上映 関連企画（入場無料）特集上映 タイトル

開場 / 開演 分数

映 オープニング・セレモニー＆『イソップの思うツボ』上映
13：40 / 14：00 ★87分

多 陰謀のデンマーク
16：40 / 17：00 119分、Q&A

ミッドナイト・トラベラー
10：10 / 10：30 87分、Q&A

ロケットマンの憂鬱
13：40 / 14：00 90分、Q&A

メ おくれ咲き
14：10 / 14：30 96分 ★

メ とってもゴースト
15：10 / 15：30 105分 ★

HD ママ・シアター
10：10 / 10：30 98分

カメラクレヨン
14：10 / 14：30 90分、Q&A

映 ロケットマンの憂鬱
10：40 / 11：00 90分、Q&A

私の影が消えた日
14：10 / 14：30 90分、Q&A

短編①
17：10 / 17：30 76分、Q&A

映 バッド・アート
10：40 / 11：00 81分、Q&A

ザ・タワー
14：10 / 14：30 77分、Q&A

短編③
17：10 / 17：30 80分、Q&A

多 ザ・タワー
16：40 / 17：00 77分、Q&A

サクリファイス
10：10 / 10：30 76分、Q&A

ミは未来のミ
13：40 / 14：00 62分、Q&A

多 メイド・インSKIPシティ
10：10 / 10：30 90分★

バッド・アート
16：40 / 17：00 81分、Q&A

カメラを止めるな！
13：40 / 14：00 96分

映 旅愁
10：40 / 11：00 90分、Q&A

サクリファイス
14：10 / 14：30 76分、Q&A

ミは未来のミ
17：10 / 17：30 62分、Q&A

映 ブラインド・スポット
14：10 / 14：30 98分、Q&A

陰謀のデンマーク
10：40 / 11：00 119分、Q&A

バカヤロウの背中
17：10 / 17：30 67分、Q&A

多 イリーナ
16：40 / 17：00 96分、Q&A

ブラインド・スポット
10：10 / 10：30 98分、Q&A

バカヤロウの背中
13：40 / 14：00 67分、Q&A

映 THX-1138
ディレクターズカット

14：10 / 14：30 88分

短編②
10：40 / 11：00 79分、Q&A

恐怖のメロディ
17：10 / 17：30 ★102分

多 旅愁
16：40 / 17：00 90分、Q&A

短編③
13：40 / 14：00 80分、Q&A

セックスと嘘とビデオテープ
10：10 / 10：30 100分

映 ミッドナイト・トラベラー
14：10 / 14：30 87分、Q&A

イリーナ
10：40 / 11：00 96分、Q&A

新宿黒社会　チャイナ・マフィア戦争
17：10 / 17：30 ★101分

多 私の影が消えた日
16：40 / 17：00 90分、Q&A

短編①
10：10 / 10：30 76分、Q&A

短編②
13：40 / 14：00 79分、Q&A

映 おろかもの
17：10 / 17：30 96分、Q&A

未成年（原題）
14：10 / 14：30 96分、Q&A

ミドリムシの夢
10：40 / 11：00 86分、Q&A

多 未成年（原題）
16：40 / 17：00 96分

おろかもの
10：10 / 10：30 96分、Q&A

ミドリムシの夢
13：40 / 14：00 86分、Q&A

映 国際コンペグランプリ作品上映
13：1510：40 / 11:00

クロージング・セレモニー（表彰式）

TM & © Hanna-Barbera 9：30～17：00（入館は16：30まで）
科学展示室：【一般】200円【小中学生】100円

【未就学児】無料
プラネタリウム：【一般】410円【中学生以下】200円

TEL：048-262-8431
※未就学児が席を使わない場合は無料

科学展示室・プラネタリウム・天文台を備えた、
参加体験型の科学館です。

川口市立科学館（1F）科

●
●

●

●

9：30～17：30（入場は17:15まで）
入場料：無料
TEL：048-268-8000

公開ライブラリー （2F）

●
●
●

埼玉県とＮＨＫが共同で運営する国内最大級の
視聴覚施設です。埼玉県内の文化財（静止画）や
懐かしい映像、ならびにＮＨＫが過去に放送した
番組を視聴できます。                                                                                                                                          

メディアセブン

近年、埼玉県は数多くの映画の舞台となっています。これらの作品を応援するために、埼玉県で撮影された二作品を、
JR川口駅直結キュポ・ラ7階のメディアセブンで上映します。

7/15（月・祝）15:30

©Japanese Musical Cinema / Human Design Inc.

事故で死んでしまったファッションデザイ
ナーのユキと靴のデザイナーを志す光司の
切ない恋を描いたミュージカル映画。天界
から迎えに来た“ガイド”も巻き込みなが
ら、二人は愛し続けることの尊さに気づい
ていく。

■
●
2019年／日本／105分
原作：音楽座ミュージカル「とってもゴースト」より

●監督：角川裕明
●製作：Japanese Musical Cinema

とってもゴースト

●出演：安蘭けい、古舘佑太郎、永山たかし

7/14（日）14：30

自然と人情がひっそり息づく埼北の盆地
で、小さな職業紹介所を営む康男は、悪戦
苦闘しながら訳アリな困り者たちに仕事を
紹介していた。ある日、康男の元にこれま
で就業経験のない専業主婦の具美がやっ
て来る。

■
●
2018年／日本／96分
制作：チョコレートボックス

●監督：島春迦 ●出演：林家たい平、熊谷真実、結城美栄子

おくれ咲き
住所：埼玉県川口市川口１-１-１

※駐車場あり（有料）
TEL：048-227-7622
http://www.mediaseven.jp/

●

●
●

メディアセブン

　　　●　　　　●　

アコレ鳩ヶ谷駅前店

西口
（2a出口）

ドコモショップ●ドコモショップ●

SR鳩ヶ谷駅SR鳩ヶ谷駅

■JR川口駅発      SKIPシティ行
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■SKIPシティ発      JR川口駅行
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■SKIPシティ発      SR鳩ヶ谷駅行
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■SR鳩ヶ谷駅発      SKIPシティ行
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無料直行バスのりば

約5分
約18分

※SR鳩ヶ谷駅⇄SKIPシティは期間中の土日祝のみ運行します。

■ SR鳩ヶ谷駅■ JR川口駅

臨時バス停

臨時バス停
HD ドーム映像

●入場料：無料（当日先着順） ●お問合せ：SKIPシティ国際Ｄシネマ映画祭事務局　048-263-0818

■主催：埼玉県、川口市、SKIPシティ国際映画祭実行委員会、特定非営利活動法人さいたま映像ボランティアの会 ■協賛：ソニービジネスソリューション、ソニーPCL、富士フイルム、清水建設、竹中工務店、シミズ・ビルライフケア、アサヒファシリティズ、
NTTコミュニケーションズ、埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、埼玉縣信用金庫、しまむら、ロイヤルパインズホテル浦和、セントラル自動車技研、ジャパンビバレッジイースト、FVジャパン、サッポロビール、伊藤園、一般社団法人埼玉県トラック協会、
公益財団法人埼玉県公園緑地協会、タムロン、カルソニックカンセイ、レントシーバー、埼玉経済同友会、一般社団法人埼玉県経営者協会、公益財団法人埼玉県産業文化センター、SKIPシティ国際Dシネマ映画祭を応援する市民の会　■後援：総務省、外務省、
経済産業省、文化庁、一般社団法人日本映画製作者連盟、一般社団法人映画産業団体連合会、公益財団法人ユニジャパン、一般社団法人外国映画輸入配給協会、公益社団法人映像文化製作者連盟、一般社団法人日本映画テレビ技術協会、
一般社団法人日本映画テレビプロデューサー協会、協同組合日本映画監督協会、協同組合日本映画撮影監督協会、協同組合日本映画製作者協会、全国興行生活衛生同業組合連合会、生活衛生同業組合埼玉県映画協会、一般財団法人デジタルコンテンツ協会、
特定非営利活動法人映像産業振興機構、NHK、FM NACK5、埼玉新聞社、公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団 ■協力：川口商工会議所、公益社団法人川口青年会議所、川口銀座商店街振興組合、鳩ヶ谷商工会、J:COM、埼玉高速鉄道、
国際興業バス、日本映像翻訳アカデミー　■補助：公益財団法人JKA　（順不同）

埼玉経済同友会

一般社団法人
埼玉県経営者協会

● 住所：埼玉県川口市上青木3-12-63
● 駐車場あり
● JR川口駅東口、SR鳩ヶ谷駅西口より無料直行バス（期間中のみ）をご利用ください。

※交通事情により到着時間が前後する場合があります。
※通常路線バスもあり。「川口市立高校」バス停下車、徒歩約5分。詳細はWEBサイト（5931bus.com）をご覧ください。

つぼ・ツボ
つながり
特典！

※ほかの割引サービスと併用不可


