……企画作品部門の映画
……コンペ作品部門の映画

■の作品は、舞台挨拶あり
◆のプログラムは入場無料です。

……インディペンデント
ワールド部門の映画

……その他の
イベント、セミナー

……New Generation
部門の映画

……映画祭関連イベント

但し、1 日パス券又は 4 日通しパス券をお持ちの方を優先いたします。
満席の場合は入場をお断りする場合がございます。予めご了承ください。

・座席指定券・整理券は発行いたしません。 ・各プログラムごと完全入れ替え制です。
・開場は原則として上映開始の 15 分前です。 ・上映終了時間はおおよその目安とお考えください

【会場】

A 救世会館
大ホール

Kyuseikaikan
(Salvation Center Large Hall)
〒 413-0006 静岡県熱海市桃山町 26-1
定員 capacity:3000

6 月 28 日（木）

【日程】

B ホテル

サンミ倶楽部
Hotel Sanmi Club

〒 413-0023 静岡県熱海市和田浜南町５−８
定員 capacity:250

C 熱海芸妓見番
歌舞練場

Atami Geisha Dance Hall
〒 413-0015 静岡県熱海市中央町 17-13
定員 capacity:200

D 熱海後楽園
ホテル

Atami Korakuen Hotel
〒 413-0023 静岡県熱海市和田浜南町 10-1
定員 capacity:400

E 起雲閣

音楽ホール
Kiunkaku Music Hall

〒 413-0022 静岡県熱海市昭和町 4-2
定員 capacity:200

G 熱海商工

F 起雲閣

会議所 2F

2F

Kiunkaku 2F

Atami the Chamber of
Commerce and Industry

〒 413-0022 静岡県熱海市昭和町 4-2
定員 capacity:100

〒 413-0014 静岡県熱海市渚町 8-2
定員 capacity:100

H 熱海ニュー

フジヤホテル

New Fujiya Hotel
〒 413-0013 静岡県熱海市銀座町 1-16
定員 capacity:300

I RoCA
〒 413-0013 静岡県
熱海市 銀座町 10-19
あたみシール会館 1F
定員 capacity:100

16:00

レッドカーペット

17:00

17:00-

18:00

18:30-19:30

19:00
20:00
21:00

TIME SCHEDULE

熱海国際映画祭タイムスケジュール

……招待作品部門の映画

オープニングセレモニー
19:30-21:20 オープニング上映

『イマジネーションゲーム』
舞台挨拶：板野友美

21:30-23:00

▶会場：ホテルサンミ倶楽部

22:00

オープニング
パーティー

▶会場：起雲閣

23:00
9:00
10:00
11:00

©『イマジネーションゲーム』製作委員会

10:30-12:30

『殺人の告白』

6 月 29 日（金）

14:00
15:00
16:00
17:00

舞台挨拶：飯島 直子、加藤 雅也

『ホテル・エルミタージュ』
12:00-13:42

12:00
13:00

10:30-11:30

The Receptionist

パク・シフ トークショー

14:30-15:48

15:30-18:00

48 years - Silent Dictator

滝川広志（コロッケ）
トーク＋朗読劇
『ゆずりは』上映会

コンペ作品長編

48 イヤーズ – 沈黙の独裁者 –
16:30-18:10

10:00-18:00

スリー・アンド・ハーフ

コンペ作品長編

スウィート・ガールズ

13:00-14:33

VR 作品

インメモリー
700 シャークス
ゴーイングホーム
ザ トレイン ハマセン

Three and a Half

コンペ作品長編

ザ・レセプショニスト
13:30-14:30

コンペ作品長編

10:00-12:00

コンペ作品長編

キッドナップ・キャピタル

10:00-11:51

ピーチズ

コンペ作品長編

Bernard & Huey

Peaches

13:00-14:57

体験型モーションベース
飛行 VR コンテンツ

15:30-18:00

『熱海のやまぼうし』

『Gliding to the Moon』

主演：ア・ラ・カルトミニコンサート

SWEET GIRLS

コンペ作品長編

20:00

Witnesses

コンペ作品長編

ウィットネス

19:00-20:55

『夜明けまで離さない』
舞台挨拶：宮地真緒

13:00-15:30 インディペンデントワールド

東京不穏詩

ザ スタイル アトラス ジャカルタ
（41 分）／ショー
トカット（29 分）／眠る夢（6 分）／つれない男
（11 分）／ファンタジーオンサラバンダ（5 分）
ア・リトルヘルプ（4 分）／北九州物語（17 分）
アルファベット（5 分）

15:30-18:00 コンペ作品短編

声 (10 分）
／ザ・テリブル・テール・オブ・ヘンリエッ
タ・テート（16 分）／チューズデイ サーズデイ（9
分）／キャッチング・ファイヤーフライズ（22 分）
／スリー・ルームズ（16 分）／ヘルプ・ウォンテッ
ド（16 分）／ライスボールズ（11 分）

18:30-21:00 コンペ作品短編
19:00-20:47

トゥートラムス (10 分）／カラーケージ
（15 分）
スクラッチー（3 分）／ザ ナル（16 分）
サウザンド・キス（17 分）／コールド・ストレー
ジ（9 分）／ザ・トンネル（11 分）
ウィーン（14 分）／つくるということ（14 分）

19:00-20:30 活動弁士と楽団で観る

『ロイドの要心無用』
『鞍馬天狗』
（后篇）

コンペ作品長編

バーナード・アンド・ヒューイ

Bad Poetry Tokyo

Kidnap Capital

18:00
19:00

10:00-11:31

市民レッスン

トーク・トゥ・ミー（4 分）／パンチライン（9 分）
コープ（9 分）／リンガー（9 分）
レイトシーズン（8 分）／レヴィアタン（15 分）
フェイス - ヴェラ（15 分）／テラフォーム（5 分）
ゼロ（29 分）／イバンズ・ケース（13 分）

19:00-20:13

コンペ作品短編

ハモニカ太陽

19:30-21:00

クリヤ・マコト
コンサート

9:30-12:00 コンペ作品短編
10:00-18:00

10:00

『きみの声をとどけたい』

12:00

舞台挨拶：田中有紀、岩淵桃音、神戸光歩、
鈴木陽斗実（NOW ON AIR）

13:00

13:30-15:27

コンペ作品長編

東京不穏詩

14:00

Bad Poetr y Tokyo

15:00
16:00-18:00

16:00

『 THE NEXT GENERATION
パトレイバー 大怪獣現わる 前編・後編』

17:00

トーク：押井守監督

18:00

18:30-21:00

『ヒルコ／妖怪ハンター』

19:00

トーク：塚本晋也監督

20:00

VR 作品

インメモリー
700 シャークス
ゴーイングホーム
ザ トレイン ハマセン

11:00-13:05

11:00

6 月 30 日（土）

シネマ meets ミュージカル

16:00-18:30 コンペ作品短編

21:00
9:00

13:00-16:00

13:30-15:01 活動弁士と楽団で観る

『オペラ座の怪人』

体験型モーションベース
飛行 VR コンテンツ

15:30-17:15

『贅沢な骨』

『Gliding to the Moon』

10:00-11:40

コンペ作品長編

スウィート・ガールズ
SWEET GIRLS

コンペ作品短編
ハモニカ太陽 Harmonica-Taiyo

12:00-13:13

14:00-15:10 トンコハウス短編映画

『ダム・キーパー』『ムーム』
舞台挨拶：コンセプトアーティスト長砂 賀洋

16:00-17:18

コンペ作品長編

ウィットネス
Witnesses

17:30-19:00
行定勲＋ホ・ジノ トークセッション

「恋愛映画のつくりかた」

トゥートラムス (10 分）／カラーケージ
（15 分）
／スクラッチー（3 分）／ザ ナル（16 分）
サウザンド・キス（17 分）／コールド・ストレー
ジ（9 分）／ザ・トンネル（11 分）
ウィーン（14 分）／つくるということ（14 分）

12:30-15:00 コンペ作品短編

トーク・トゥ・ミー（4 分）／パンチライン（9 分）
コープ（9 分）／リンガー（9 分）
レイトシーズン（8 分）／レヴィアタン（15 分）
フェイス - ヴェラ（15 分）／テラフォーム（5 分）
ゼロ（29 分）／イバンズ・ケース（13 分）

15:30-18:00 コンペ作品短編

声 (10 分）
／ザ・テリブル・テール・オブ・ヘンリエッ
タ・テート（16 分）／チューズデイ サーズデイ（9
分）／キャッチング・ファイヤーフライズ（22 分）
／スリー・ルームズ（16 分）／ヘルプ・ウォンテッ
ド（16 分）／ライスボールズ（11 分）

18:30-20:00

19:00-20:30

18:30-20:30

熱海怪獣映画祭 Presents トークショー

『ア〜・ボーイズ・
トゥー・メン 4』

「熱海と怪獣」

11:00-13:00

シネマ meets
ミュージカル
14:00-16:00

シネマ meets
ミュージカル

New Generation

イバンズ・ケース（13 分）
デリシャスライト（3 分 37 秒）
ふっかつのじゅもん（30 分）
フェイス - ヴェラ（15 分）
レヴィアタン（15 分）

19:00-20:00

KPOP ライブ

16:00-21:00

Dj+Live
Event
「シネマチック
熱海に
ようこそ」
@RoCA

Ah Boys to Men 4

21:00
9:00
10:00-12:00

10:00

『聖なるもの』

監督挨拶：犬童一利監督

11:00

7 月 1 日（日）

10:00-11:40

『きらきら眼鏡』

12:00
13:00-15:20

13:00

『スパルタン X』
（吹替え版）

14:00
15:00

監督挨拶 : 岩切一空監督

12:30-13:30 エリオット・グローヴ
「低予算＆ NO 予算映画作り方セミナー」
14:00-15:31

コンペ作品長編

バーナード・アンド・ヒューイ
Bernard & Huey

『パーフェクト・
レボリューション』

17:00

トーク：松本准平監督

18:00

監督挨拶 : 上田慎一郎監督

14:00-15:00

「日本のインディペンデント映画の現状」
15:30-18:00

「映画祭サミット

16:00-18:27

16:00

12:00-13:46

『カメラを止めるな ! 』

16:30-17:51

ピーチズ

コンペ作品長編

- 映画祭の意義を考える -」

VR 作品

インメモリー
700 シャークス
ゴーイングホーム
ザ トレイン ハマセン

10:00-11:18

コンペ作品長編

48 イヤーズ – 沈黙の独裁者 –
48 years - Silent Dictator

13:00-14:42

コンペ作品長編

ザ・レセプショニスト
The Receptionist

体験型モーションベース
飛行 VR コンテンツ

『Gliding to the Moon』

15:30-17:30

コンペ作品長編

スリー・アンド・ハーフ
Three and a Half

10:00-12:00 インディペンデントワールド

パーフェクトワールド（11 分）
ギャラクシーガール（3 分）
センスオブシン（25 分）／やもめ（15 分）
想い出が悴んでて（3 分）／坊ちゃん合宿
（23 分）／インパール 1944（18 分）

13:00-15:00

New Generation

白波（69 分）
カラーケージ（15 分）
クロッシング（4 分）

15:30-17:13 インディペンデントワールド

星を継ぐ者

日・中・韓・仏・シンガポール

18:00-19:33

Peaches

コンペ作品長編

キッドナップ・キャピタル

19:00

Kidnap Capital

20:00
21:00

10:00-18:00

19:30-21:00
▶会場：救世会館大ホール

授賞式/クロージングパーティ

※上映作品及び上映日時、出演者は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
2018 年６月 22 日 20 時現在

