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ＳＫＩＰシティ国際Ｄシネマ映画祭２０１７ 
来場ゲスト情報発表!! 

 平素より大変お世話になっております。 

 世界に先駆けてデジタルシネマにフォーカスし、次代を担う若手映像クリエイターの登竜門と

して２００４年にスタートした「ＳＫＩＰシティ国際Ｄシネマ映画祭」は、来る７月１５日（土）～２３

日（日）の９日間、第１４回目の開催を迎えます。 

 今年は世界８５の国・地域から応募された合計８１０作品から厳選した、長編部門１２作品、

短編部門１２作品、アニメーション部門１０作品のコンペティション上映から、過去に本映画祭

でノミネート・受賞を経験し、現在活躍する６人の新鋭監督にフォーカスした特集「飛翔する監

督たち」など、さまざまな企画を実施いたします。 

 この度、コンペティション３部門（長編・短編・アニメーション）ノミネート作品の監督・出演

者を中心に、下記の通り来場ゲストが決定いたしました。本年も国内外から多数のゲストが

来場し、上映後のＱ＆Ａや舞台挨拶に登壇いたします。 

 ご多用とは存じますが、ぜひ貴媒体にて本ゲスト情報のご紹介ならびに、会期中のご取材を

ご検討くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 

※個別取材も調整させていただきます。ご希望の媒体様は、お手数ですが映画祭事務局（広報担当）までお問合せください。 

 

＜おもな来場ゲスト＞ 

 ご担当者各位                       

 

『チチを撮りに』 

中野量太監督 

『神奈川芸術大学映像

学科研究室』 

坂下雄一郎監督 

『ロストパラダイス・イン・

トーキョー』 

白石和彌監督 

『リトル・ハーバー』 

カタリーナ・クルナーチョ

ヴァー（プロデューサー） 

『愛せない息子』 

ヒルデ・スサン・ヤークトネス

（脚本） 

『市民』 

ローランド・ヴラニク監督 

『喪が明ける日に』 

アサフ・ポロンスキー監督 

『父の足あと』 

マルコ・セガート監督 

『殺し屋狂騒曲』 

レヴォン・ミナスィアン監督 

『ホワイト・サン』 

デイヴィッド・バーカー 

（共同脚本、編集） 
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ＳＫＩＰシティ国際Ｄシネマ映画祭２０１７ 来場ゲスト情報一覧 （２０１７/７/２現在） 

※会場は、 映・・・SKIP シティ映像ホール ／ 多・・・SKIP シティ多目的ホール での上映です。 

※ゲストの都合により変更・追加・登壇キャンセルになる場合がございます。予めご了承ください。 

※今後も追加ゲストを順次更新予定です。 

 

日付 部門 会場 タイトル ゲスト 

7/16 

（日） 

長編 映 リトル・ハーバー プロデューサー：カタリーナ・クルナーチョヴァー 

長編 映 殺し屋狂騒曲 監督：レヴォン・ミナスィアン 

短編① 多 
夏の巫女 監督：小向英孝 

ラストラブレター 監督：森田博之、出演：ミネオショウ 

短編② 多 

水戸黄門 Z 監督：大川祥吾、出演：後藤勝徳 

なぎさ 監督：古川原壮志、プロデューサー：青木堯 

DEPARTURE 監督：園田新、出演：ウダタカキ 

冬が燃えたら 監督：浅沼直也、出演：澤田和宏 

短編③ 多 
追憶ダンス 監督：土屋哲彦、出演：黒岩司 

サイレン 監督：三宅伸行、プロデューサー：伊東達夫 

7/17 

（月・

祝） 

長編 映 喪が明ける日に 監督：アサフ・ポロンスキー  

長編 映 愛せない息子 脚本：ヒルデ・スサン・ヤークトネス 

長編 映 ホワイト・サン 共同脚本、編集：デイヴィッド・バーカー（アメリカ） 

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン 

多 

Candy.zip 監督：見里朝希 

Birth-つむぐいのち 監督：若見ありさ 

デキモン 監督：森永大貴 

I think you're a little confused 監督：小川育 

竹田駅メモリーズ 監督：浜村満果 

ももちゃんのねこ 監督：今林由佳 

7/18 

（火） 

特別 

企画 
映 

「ヨーロッパから見た日本映画」 

上映作品：『Start Line』（日本） 

ニッポン・コネクション プログラム・ディレクター： 

マーティン・ブレゲンツァー（ドイツ） 

短編① 映 
夏の巫女 監督：小向英孝 

ラストラブレター 監督：森田博之、出演：影山祐子 

特集 映 

It's All in the Fingers  監督：石川慶 

イチゴジャム 監督：庭月野議啓 

ケンとカズ 監督：小路紘史 

長編 多 市民 監督：ローランド・ヴラニク 

長編 多 父の足あと 監督：マルコ・セガート 

7/19 

（水） 

短編② 映 

水戸黄門 Z 監督：大川祥吾、出演：嘉悦恵都 

なぎさ 監督：古川原壮志、プロデューサー：青木堯 

DEPARTURE 監督：園田新、出演：笠原千尋 

冬が燃えたら 監督：浅沼直也、森恵美 

長編 映 Noise 監督：松本優作 

長編 多 殺し屋狂騒曲 監督：レヴォン・ミナスィアン 

長編 多 リトル・ハーバー プロデューサー：カタリーナ・クルナーチョヴァー 

長編 多 ホワイト・サン 共同脚本、編集：デイヴィッド・バーカー（アメリカ） 
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日付 部門 会場 タイトル ゲスト 

7/20 

（木） 

短編③ 映 
追憶ダンス 出演：篠田諒、脚本：池谷雅夫 

サイレン 監督：三宅伸行、プロデューサー：伊東達夫 

特集 映 神奈川芸術大学映像学科研究室 監督：坂下雄一郎 

長編 多 喪が明ける日に 監督：アサフ・ポロンスキー  

長編 多 愛せない息子 脚本：ヒルデ・スサン・ヤークトネス 

7/21 

（金） 

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン 

映 

Candy.zip 監督：見里朝希 

デキモン 監督：森永大貴 

THE ANCESTOR 監督：小原正至 

竹田駅メモリーズ 監督：浜村満果 

ももちゃんのねこ 監督：今林由佳 

特集 多 チチを撮りに 監督：中野量太 

7/22 

（土） 

長編 映 市民 監督：ローランド・ヴラニク 

長編 映 父の足あと 監督：マルコ・セガート 

長編 多 Noise 監督：松本優作 

特集 多 ロストパラダイス・イン・トーキョー 

監督：白石和彌 

中野量太（『チチを撮りに』監督） 

坂下雄一郎（『神奈川芸術大学映像学科研究室』監督） 

 

 

＊個別取材をご希望の方は、スケジュールほか詳細を調整させていただきますので、 

お手数ですが下記担当までご連絡くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

＜SKIP シティ国際 D シネマ映画祭 2017 （第 14 回）開催概要＞ 

■会期：2017 年 7 月 15 日(土)～23 日(日) 

■会場：SKIP シティ 映像ホール、多目的ホールほか（川口市上青木 3-12-63） 

 彩の国さいたま芸術劇場（さいたま市上峰 3-15-1） ［7/16、7/17 のみ］ 

 こうのすシネマ（鴻巣市本町 1-2-1 エルミこうのすアネックス 3F） ［7/16、7/17 のみ］ 

■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 

■公式サイト：www.skipcity-dcf.jp 

 

＊プレスの皆さまには、【プレスパス】の発行を行っております。ご鑑賞をご希望の方は、お手数ですが映画祭公式サイトよりご登録

くださいますようお願い申し上げます。（登録受付：7/12（水）まで／登録ページ URL：http://skipcity-dcf.jp/press ） 

＊全プログラムの作品画像、テキスト資料、映画祭メインビジュアル、ロゴ、プレスリリースなどの素材は、【Image.net】でもご提供

しております。（要登録・無料／URL： www.image.net ） 

 

 

【お問合せ】SKIP シティ国際Ｄシネマ映画祭事務局  広報：堀切 

   TEL：048-263-0818  FAX：048-262-5635 

   E-Mail: press@skipcity-dcf.jp ／ horikiri@skipcity.com MOBILE：090-4228-2342 


