
“2010 上海・日本映画週間”

報道関係者様 各位
日中友好映画祭実行委員会

全世界が注目する中、4月30日に『2010年上海万国博覧会』が盛大に幕を開きました。万博期間中、重要な文化芸術祭典の『第
13回上海国際映画祭』が6月12日から開幕します。その中で6月13日～19日の期間においてジャパン・ウィーク認定事業である『2010
上海・日本映画週間』を開催させていただくこととなりました。

期間中に上映される日本映画全11作品は、近年日本において劇場公開された代表作、話題作です。いずれの作品も日本の文
化、人情、社会現象などをご紹介できる優れた作品です。中国のお客様はもちろん、万博期間中に上海にお越しいただいた各国の
皆様におかれましては、日本文化の一端に触れていただく絶好の機会となり、“日本の感動”をお届けするこの映画祭に皆様にお越
しいただけることを心よりお待ちしております。

三城 真一監督
常盤貴子

6月13日（日） 14：00～15：20 
上海環球金融中心

4Fグランドボールルーム

市原隼人

オープニングセレモニー

滝田洋二郎監督
（クロージングセレモニーのみ）

【【【【出演出演出演出演するするするする日本豪華日本豪華日本豪華日本豪華キャストキャストキャストキャスト】】】】

第13回上海国際映画祭正式イベント 上海万博日本館サテライト事業 JAPAN WEEK認定事業

日中友好映画祭実行委員会 （株）ムーランプロモーション東京都中央区銀座７－１４－１５ 杉山ビル５Ｆ
TEL: ０３－５１４８－２０９５ FAX: ０３－５１48－２０９６ press@mulan.co.jp http://cjiff.net/

おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先

主催主催主催主催

後援後援後援後援 中国国家広播電影電視総局 日本国外務省 日本国経済産業省 観光庁 国家発改委国際合作中心
日本国際観光振興機構(JNTO) 社団法人日本映画製作者連盟 中国2010年上海世博海外推進室 上海日本商工クラブ

上海国際映画祭組織委員会 上海電影(集団)公司 日中友好映画祭実行委員会

上映作品上映作品上映作品上映作品（（（（11作品作品作品作品））））

オープニングセレモニーオープニングセレモニーオープニングセレモニーオープニングセレモニー

レセプションパーティーレセプションパーティーレセプションパーティーレセプションパーティー

『おにいちゃんのハナビ』『引き出しの中のラブレター』『猿ロック THE MOVIE 』『隠し砦の三悪人』

『人間失格』」『歩いても 歩いても』『余命１ヶ月の花嫁』『天使の恋』『南極料理人』『阿波DANCE』『釣りキチ三平』

6月13日（日） 14：00～15：20 上海環球金融中心 4Fグランドボールルーム
☆☆☆☆ゲストゲストゲストゲスト全員全員全員全員によるによるによるによる舞台挨拶舞台挨拶舞台挨拶舞台挨拶 （（（（登壇者登壇者登壇者登壇者はははは次次次次ページページページページ記載記載記載記載））））

6月13日（日） 19：00～20：30 上海環球金融中心 94F

☆☆☆☆ゲストゲストゲストゲスト全員全員全員全員によるによるによるによる舞台挨拶舞台挨拶舞台挨拶舞台挨拶 （（（（登壇者登壇者登壇者登壇者はははは次次次次ページページページページ記載記載記載記載））））

舞台挨拶舞台挨拶舞台挨拶舞台挨拶

国本 雅広監督 沖田 修一監督高良健吾

◆◆◆◆オープニングオープニングオープニングオープニング映画映画映画映画「「「「おにいちゃんのハナビおにいちゃんのハナビおにいちゃんのハナビおにいちゃんのハナビ」」」」6666月月月月13131313日日日日（（（（日日日日））））15151515時時時時45454545分分分分～～～～ 正大星美国際影城
登壇者登壇者登壇者登壇者：：：：国本雅広監督 高良健吾 谷村美月

◆◆◆◆「「「「猿猿猿猿ロックロックロックロック THE MOVIE 」」」」 舞台挨拶舞台挨拶舞台挨拶舞台挨拶 6666月月月月12121212日日日日（（（（土土土土）））） 21212121時時時時～～～～ 新天地国際影城
登壇者登壇者登壇者登壇者：：：：市原隼人 映画映画映画映画はははは21212121時時時時30303030分分分分よりよりよりより上映上映上映上映

◆◆◆◆「「「「引引引引きききき出出出出しのしのしのしの中中中中のラブレターのラブレターのラブレターのラブレター」」」」 6666月月月月13131313日日日日（（（（日日日日）））） 21212121時時時時～～～～ 上海影城
登壇者登壇者登壇者登壇者：：：：常盤貴子 三城 真一監督 映画映画映画映画はははは21212121時時時時30303030分分分分よりよりよりより上映上映上映上映

株式会社ﾑｰﾗﾝﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ 上海上影電通影視文化伝播有限公司企画運営企画運営企画運営企画運営

クロージングセレモニークロージングセレモニークロージングセレモニークロージングセレモニー 6月19日（日） 14：00～15：00 上海万博の文化中心6F
☆☆☆☆滝田洋二郎監督滝田洋二郎監督滝田洋二郎監督滝田洋二郎監督などによるなどによるなどによるなどによる舞台挨拶舞台挨拶舞台挨拶舞台挨拶

◆◆◆◆特別上映特別上映特別上映特別上映（（（（4回回回回）））） 6666月月月月14141414日日日日（（（（月月月月）））） 10101010時時時時00000000分分分分～～～～21212121：：：：00000000 上海万博上海万博上海万博上海万博のののの文化中心文化中心文化中心文化中心6F6F6F6F
登壇者登壇者登壇者登壇者：：：：常盤貴子 市原隼人 高良健吾 三城真一監督 国本雅広監督 沖田 修一監督

谷村美月



日本映画週間11作品のご紹介 上映会場：正大星美国際影城・上海影城・新天地国際影城 他

『おにいちゃんのハナビ』

オープニング映画 ワールドプレミア上映
6666月月月月13131313日日日日（（（（日日日日））））15151515時時時時45454545分分分分～～～～ 正大星美国際影城 他

製作：2010年 時間：119分
配給：ゴー・シネマ

監督：国本雅広
脚本：西田征史

出演：高良健吾、谷村美月
大杉漣、宮崎美子

『釣りキチ三平』
製作：2009年 時間：118分 配給：東映

『隠し砦の三悪人』
製作：2008年 時間：118分 配給：東宝
監督：樋口真嗣 脚本：中島かずき
出演：松本潤、長澤まさみ 阿部寛

『人間失格』
製作：2010年 時間：134分 配給：角川映画
監督：荒戸源次郎 脚本：浦沢義雄他 原作：太宰治
出演：生田斗真、伊勢谷友介 寺島しのぶ、

石原さとみ 小池栄子、坂井真紀 室井滋

『天使の恋』
製作：2009年 時間：119分 配給：GAGA
監督・脚本：寒竹ゆり
出演：佐々木希、谷原章介 山本ひかる、

大石参月 七菜香、加賀美早紀

『歩いても 歩いても』
製作：2008年 時間：114分 配給：シネカノン
監督・原作・脚本 ： 是枝裕和
出演：阿部寛、夏川結衣、 YOU、高橋和也

田中祥平、原田芳雄

『余命1ヶ月の花嫁』
製作：2009年 時間：129分 配給：東宝
監督：廣木隆一 脚本：斉藤ひろし
出演：榮倉奈々、瑛太、手塚理美、安田美沙子、

柄本明、大杉漣、津田寛治、田口トモロヲ

『猿ロック THE MOVIE』
製作：2010年 時間：112分
配給：S・D・P、ショウゲート
監督：前田哲 原作：芹沢直樹
脚本：長谷川隆
出演：市原隼人、比嘉愛未 高岡蒼甫、芦名星、

『引き出しの中のラブレター』
製作：2009年 時間：119分 配給：松竹
監督：三城真一
脚本：藤井清美、鈴木友海
出演：常盤貴子、林遣都 八千草薫、仲代達矢

『南極料理人』
製作：2009年 時間：125分 配給：東京テアトル

『阿波DANCE』
製作：2007年 時間：111分
配給：CKエンタテインメント（Cubical） /アットムービー
監督：長江俊和 脚本：大野俊哉
出演：榮倉奈々、勝地涼 北條隆博、橋本淳

オープニングセレモニーオープニングセレモニーオープニングセレモニーオープニングセレモニー
6666月月月月13131313日日日日（（（（日日日日））））14141414時時時時～～～～
上海環球金融中心

4Fグランドボールルーム

豪華キャスト総出演！
俳優・女優： 常盤貴子、市原隼人、高良健吾、谷村美月
監督：三城 真一監督、国本 雅広監督、沖田 修一監督
注） 映画の上映はございません。約2分の映画祭のプロモーション映像を放映。

ゲストが登壇するイベント概要 ※※※※ ゲストやゲストやゲストやゲストや日程日程日程日程はははは一部変更一部変更一部変更一部変更
になるになるになるになる場合場合場合場合がございますがございますがございますがございます。。。。

オープニングオープニングオープニングオープニング映画映画映画映画「「「「おにいちゃんおにいちゃんおにいちゃんおにいちゃん
のハナビのハナビのハナビのハナビ」」」」舞台挨拶舞台挨拶舞台挨拶舞台挨拶

6666月月月月13131313日日日日（（（（日日日日））））15151515時時時時45454545分分分分～～～～
正大星美国際影城

登壇者： 国本 雅広監督、高良健吾、谷村美月

レセプションパーティーレセプションパーティーレセプションパーティーレセプションパーティー
6666月月月月13131313日日日日（（（（日日日日））））19191919時時時時～～～～

上海環球金融中心 94F

①

②

③

④

⑤

登壇者：市原隼人
注注注注））））映画映画映画映画はははは１８１８１８１８時時時時３０３０３０３０分分分分よりよりよりより上映上映上映上映

登壇者：常盤貴子、三城 真一監督
注注注注））））映画映画映画映画はははは１８１８１８１８時時時時３０３０３０３０分分分分よりよりよりより上映上映上映上映

映画映画映画映画「「「「猿ロック THE MOVIE 」」」」
舞台挨拶舞台挨拶舞台挨拶舞台挨拶 6666月月月月12121212日日日日（（（（土土土土）））） 20202020時時時時30303030

分分分分～～～～ 新天地国際影城

映画映画映画映画「「「「引引引引きききき出出出出しのなかのラブレしのなかのラブレしのなかのラブレしのなかのラブレ
ターターターター」」」」 舞台挨拶舞台挨拶舞台挨拶舞台挨拶

6666月月月月13131313日日日日（（（（日日日日）））） 20202020時時時時30303030分分分分～～～～
上海影城

豪華キャスト総出演！
俳優・女優： 常盤貴子、市原隼人、高良健吾、谷村美月
監督：三城 真一監督、国本 雅広監督、沖田 修一監督
注） 映画の上映はございません。約2分の映画祭のプロモーション映像を放映。

製作：2009年 時間：118分 配給：東映
監督：滝田洋二郎 脚本：古沢良太
出演：須賀健太、渡瀬恒彦、塚本高史、

土屋太鳳、香椎由宇

製作：2009年 時間：125分 配給：東京テアトル
監督・脚本：沖田修一
出演：堺雅人、生瀬勝久、きたろう

高良健吾、豊原功補

滝田洋二郎監督は
19日クロージングセレモニー

のみ登壇いたします。
大変申し訳ございませんが、
クロージングセレモニーは

メディア様のご参加は
受け付けておりません。



日中友好映画祭実行委員会 行

FAX送信

““““2010上海日本映画週間上海日本映画週間上海日本映画週間上海日本映画週間””””取材申込書取材申込書取材申込書取材申込書

報道機関名

取材担当者名
（当日責任者）

取材希望イベント

前頁の番号を
ご記入ください。

第一希望 第二希望 第三希望
取材希望イベント番号／名称

取材人数取材人数 取材人数

取材希望イベント番号／名称 取材希望イベント番号／名称

取材希望者
（俳優／女優／監督）

取材人数取材人数 取材人数

取材希望者 取材希望者 取材希望者

例、日本語⇔中国語のできる通訳を 日中友好映画祭実行委員会側で用意してほしい

取材枠取材枠取材枠取材枠がががが当選当選当選当選されたメディアされたメディアされたメディアされたメディア様様様様
のみごのみごのみごのみご連絡連絡連絡連絡させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。

FAX番号 : 813-5148-2096 までお申込みください。

連絡先

携帯電話（当日連絡先） （ ）

電話 （ ）

FAX （ ）

E-mail @

※※※※ ゲストのゲストのゲストのゲストの都合都合都合都合によりによりによりにより、、、、登壇予定登壇予定登壇予定登壇予定がががが変更変更変更変更になるになるになるになる場合場合場合場合がございますがございますがございますがございます。。。。ごごごご了承了承了承了承くださいくださいくださいください。。。。
※※※※ 個別取材個別取材個別取材個別取材のおのおのおのお申申申申しししし込込込込みされてもみされてもみされてもみされても、、、、ごごごご希望希望希望希望にににに添添添添えないえないえないえない可能性可能性可能性可能性がございますがございますがございますがございます。。。。

予予予予めごめごめごめご了承了承了承了承くださいくださいくださいください。。。。取材枠取材枠取材枠取材枠がががが当選当選当選当選されたされたされたされた方方方方のみのみのみのみ連絡連絡連絡連絡させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。
※※※※ 映画祭当日映画祭当日映画祭当日映画祭当日、「、「、「、「オープニングセレモニーオープニングセレモニーオープニングセレモニーオープニングセレモニー」「」「」「」「レセプションパーティーレセプションパーティーレセプションパーティーレセプションパーティー」」」」

「「「「各舞台挨拶各舞台挨拶各舞台挨拶各舞台挨拶」」」」とともにとともにとともにとともに、、、、プレスプレスプレスプレス専用受付専用受付専用受付専用受付とととと座席座席座席座席をををを設置設置設置設置しておりますしておりますしておりますしております。。。。
おおおお早早早早めにおめにおめにおめにお申申申申しししし込込込込みくださいみくださいみくださいみください。。。。

ごごごご不明不明不明不明なななな点点点点はははは、、、、担当担当担当担当：：：：陳陳陳陳（（（（ press@mulan.co.jp ））））までおまでおまでおまでお問問問問いいいい合合合合わせくださいわせくださいわせくださいわせください。。。。

取材に
関する希望要項

（自由回答）

例、日本語⇔中国語のできる通訳を 日中友好映画祭実行委員会側で用意してほしい
例、音声収録をしたい。生中継をしたい。
例、表紙撮影のため、広めの取材部屋（３×３m以上）を用意してほしい
例、取材日の夕方にはオンエアしたいので、取材時間をできるだけ早めにしてほしい など


