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アジアン・プレミア ● Asian Premiere

ⓒKAPLAN FILM / HEIMATFILM / SOPHIE DULAC PRODUCTIONS / THE CHIMNEY POT / GALATA FILM / TRT / ZDF / ARTE FRANCE CINEMA 2017

Grain

グレイン ［Buğday］

監督 : セミフ・カプランオール
1963年トルコ生まれ。現代トルコ映画界では最も評価の

高い脚本家・監督のひとりである。『卵』（07）はカンヌ映画
祭監督週間でプレミア上映された。2008年、『ミルク』がヴェ
ネチア映画祭に出品され、イスタンブール国際映画祭の国際
映画批評家連盟賞をはじめとする数々の国際映画賞に輝い
た。『蜂蜜』（13）はユスフ3部作の完結作として、ベルリン映
画祭で金熊賞を受賞した。本作が監督第6作目にあたる。

Director : Semih Kaplanoğlu

Semih Kaplanoğlu, born in 1963 in Turkey, is one of the 
most acclaimed writer-directors of contemporary cinema 
in Turkey. His Egg (2007) premiered at Cannes Directors' 
Fortnight. In 2008 Milk  premiered at the Venice Film 
Festival, earning international awards, such as FIPRESCI prize 
at Istanbul. Honey (2013), the third part of the Yusuf Trilogy, 
won Golden Bear at the Berlinale. Grain is his sixth feature.

ⓒJean-MarcBarr
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［Turkey/Germany/France/Sweden/
Qatar］トルコ／ドイツ／フランス／
スウェーデン／カタール
2017/Color/128min/English

■ Production Company
Kaplan Film Poduction
Turkey
hande@kaplanfilm.com
http://www.kaplanfilm.com/tr/

■ World Sales
The Match Factory GmbH
Germany
Tel: +49 221 539 7090
info@matchfactory.de
http://www.the-match-factory.com/

あらすじ
いつとも知れない近未来。種子の遺伝学者であるエロール・エリン教授は、磁

気壁によって混血の移民から守られている都市に暮らしている。その都市の農業
プランテーションは原因不明の遺伝子不全に見舞われる。雇用先であるノヴァ
ス・ヴィタ社の本部会議で、エロールは同僚研究者セミル・アクマンのことを耳に
する。アクマンは遺伝子改良種子に影響を及ぼす頻発性の危機について論文を
書いていた。エロールはアクマンを探す旅に出るが、彼の知識を根底から覆され
ることになる。

作品解説
陽光眩い自然美に満ちていた「ユスフ3部作」から一転、カプランオール監督の

7年ぶりの新作はダークなディストピアを描く近未来SFである。しかし映像美は
むしろ研ぎ澄まされ、シャープなモノクロ映像が人類居住区域のリアルな混乱と
居住不能地域の不毛な美しさのコントラストを際立たせている。監督の母国トル
コがシリア難民で溢れたように、4年にわたる構想中に現実世界は激動し、その
事象が映画に反映されていった。人類を救う特殊な麦の粒を探し求める旅は、難
民問題やエコロジーというマクロな事象を経て、次第に人間心理を司る宗教や信
念やエゴイズムといった内面の旅へと至るだろう。『惑星ソラリス』や『2001年
宇宙の旅』の系譜に連なる、知能中枢を刺激されるアート系SF大作である。

監督のメッセージ
本作は、年代不明の未来の世界で展開します。そこでは、ひとりの男が進行中

の戦争、気候変動による環境破壊、難民流入を防ぐために築かれた殺傷力のある
磁気壁、遺伝子操作された種子に起因する混乱への対処法を見つけようとしま
す。ロケ地として廃墟の雰囲気がある都市の風景を求めてデトロイトに行ったと
き、中東からの難民に出会いました。トルコのアナトリアでは多数のシリア人難民
を目にしました。ストックホルムの凍てつく寒さのなか、貧困に苦しみながらギリ
ギリで生き延びている人々を目撃しました。本作の物語は今日の現実とも重なる
のです。

Synopsis
In an undefined near future, Professor Erol Erin, a seed geneticist, lives in a city 

protected from multi-ethnic immigrants by magnetic walls. For unknown reasons, 
the city's agricultural plantations have been hit by a genetic crisis. In a meeting 
at the headquarters of Novus Vita, the corporation that employs him, Erol hears 
about Cemil Akman, a fellow geneticist who wrote a thesis about the recurrent 
crises affecting genetically modified seeds. Erol sets out on a journey to find him – 
a journey that will change everything Erol knew. 

Notes
In a marked departure from his Yusuf Trilogy, Semih Kaplanoğlu returns with 

a dystopian tale of the future. The sharp images create a striking contrast between 
the chaos of the human settlement and the sterile beauty of the inhabitable zone. 
Along with the director's homeland of Turkey, which has been inundated with 
Syrian migrants, the world is in turmoil – a fact that is clearly reflected in this 
film. The main character's search for a special kind of wheat that promises to 
save the human race turns into an inner exploration of religion and faith. This 
intellectually stimulating sci-fi epic follows in the tradition of Solaris and 2001. 

Director's Message
The film is based on a story that plays out in an unknown future, one in 

which man is trying to find ways to deal with ongoing wars, environmental 
disasters due to climate changes, killing borders erected to dispel refugees, and 
chaos engendered by genetically engineered seeds. While searching for a shooting 
location of a ruined urban landscape in Detroit, I encountered refugees from the 
Middle East. I saw numerous Syrian refugees in Turkey's Anatolia during the 
shooting. I witnessed poverty-stricken people surviving on Stockholm's freezing 
streets. The film's story thus intersected with today's realities.

スタッフ
監督／脚本／編集／プロデューサー  ―  セミフ・カプランオール
脚本  ――――――――――――――  レイラ・イペッキチ
撮影監督  ―――――――――  ジャイルズ・ナットジェンズ
編集  ―――――――――  オスマン・バイラクタルオウル

 アイハン・エルギュルセル
音楽  ――――――――――――――  ムスタファ・ビベル
音響  ―――――――――――  ヨルグ・キードロウスキー
衣装／プロダクション・デザイナー  ―――  ナズ・エルアイダ
エグゼクティブ・プロデューサー  ―――  ヨハネス・レキシン
プロデューサー  ――――――――――  ナディル・オペルリ

キャスト
エロール・エリン教授  ―――――  ジャン＝マルク・バール
セミル・アクマン  ―――――――――  エルミン・ブラヴォ
アンドレイ  ―――――――――――  グリゴリー・ドブリギン
アリス  ――――――――――――  クリスティナ・フルトゥル

Staff

Director/Screenplay/Editor/Producer  ――  Semih Kaplanoğlu
Screenplay  ―――――――――――――――  Leyla İpekçi
Cinematographer  ―――――――――――  Giles Nuttgens
Editors  ――――――――――――  Osman Bayraktaroğlu

 Ayhan Ergürsel
Music  ――――――――――――――――  Mustafa Biber
Sound  ――――――――――――――――  Jörg Kidrowski
Costume Designer/Production Designer  ―――  Naz Erayda
Executive Producer  ―――――――――  Johannes Rexin
Producer  ――――――――――――――――  Nadir Operli

Cast

Prof. Erol Erin  ――――――――――――  Jean-Marc Barr
Cemil Akman  ――――――――――――――  Ermin Bravo
Andrei  ―――――――――――――――  Grigoriy Dobrygin
Alice  ――――――――――――――――  Cristina Flutur
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インターナショナル・プレミア ● International Premiere 

ⓒTfilm 2017

Crater

ナポリ、輝きの陰で ［Il Cratere］

監督 : シルヴィア・ルーツィ、ルカ・ベッリーノ
シルヴィア・ルーツィとルカ・ベッリーノはあらゆる形で権力

に抵抗する方法を模索してきた。監督としては、数々の国際映
画賞を受賞もしくはノミネート、プロデューサーとしてはロー
マに拠点を置く制作会社TfilmのCEOである。Tfilmは社会
的・政治的意味合いをもつ作品、映画と現在の社会状況の両
方への視点をもつ作品を積極的に手掛けている。

Directors: Silvia Luzi, Luca Bellino

Silvia Luzi and Luca Bellino investigate methods of 
resistance against power, in all its forms. As directors, they 
have received several international awards and nominations, 
and as producers, they are CEOs of Tfilm, a production 
company based in Rome. Tfilm marked itself for the strong 
social and political connotations of its titles. Their productions 
are characterized by a style that combines observation cinema 
and current events.
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［Italy］イタリア
2017/Color/93min/Italian

■ Production Company
Tfilm
Italy
info@tfilmprod.com
http://www.tfilmprod.com/index.php?lang=en

■ World Sales
Alpha Violet
France
Tel: +33 1 4797 3984
info@alphaviolet.com
http://www.alphaviolet.com/

あらすじ
ロザリオはナポリ郊外の市場の露店商。貧乏暮らしから抜け出したい彼は、そ

の夢を娘シャロンの才能に託すことにした。まだ10代の娘の映像に魅了されたロ
ザリオは、シャロンをイタリアン・ポップスのスターにするべく、興行師に転じる。ド
キュメンタリーと現実的な物語の間を行き来しながら、父の野望と娘の自由の対
立を描く。

作品解説
本作の舞台となる、ナポリ近郊に横たわる地域を監督たちは「クレーター」（原

題）と呼び、ナポリの光に隠れる形で、なかば独立し隔絶された場所として描いて
いる。本作は、この低所得者層の地域に生きる人々に密着した物語である。監督
たちは取材の過程で地域に暮らすロザリオとその一家に出会い、彼を脚本執筆
に参加させている。この作品は、ロザリオと娘シャロンの実際の日々の姿であり、
彼らが地域を象徴するような人物に扮したフィクションでもある。そして、住人が
感じている閉塞感を強調するために、カメラは人物に極端に接近し、彼らを周囲
から浮かび上がらせていく。ドキュメンタリー出身監督ならではの手法を存分に
いかし、驚くべきリアリズムで父の思いを活写する迫真のドラマである。

監督のメッセージ
ドキュメンタリーとイタリア・ネオリアリズムからインスピレーションを構築して

きました。初めての劇映画となる本作では、経済危機のスパイラルと、タレント発
掘TV番組に出れば金になるという幻想を非難することを念頭に置きました。それ
ぞれの立場を抱えた露天商一家をモチーフにした社会派ドラマであり、家族の物
語です。彼らの社会的孤立の描写は、被写体により肉薄することができる、50ミ
リ固定焦点レンズという機材のおかげで表現することができました。

Synopsis
Rosario works as a vendor at a fairground in the suburbs of Naples. His dreams 

of escaping poverty focus on the talent of his daughter Sharon. Fascinated by 
video images of his teenager, he becomes an impresario in order to make her a star 
of Italian popular music. Pitched between documentary and realistic tale, Crater 
portrays the ambitions of a father balanced against the freedom of his daughter. 

Notes
The setting for this film is a remote town on the outskirts of Napoli called 

"Crater", and the story focuses on low-income residents of the area. It was here 
that the directors came across the Rosario family and recruited them to help write 
a script. The result centers on the family's everyday activities in a fictional tale 
that embodies the area as a whole. To accentuate the sense of isolation, people 
are shot in extreme closeup, throwing them into sharp relief. Drawing on their 
documentary background, the filmmakers produced a remarkably realistic work 
that vividly captures the father's worldview.

Director's Message
We have forged our inspiration through documentary and Italian neo-realism. 

With our first narrative fiction, we wish to denounce the spiral of the economic 
crisis and the fantasy of TV talent shows as a weapon for survival. Crater is 
a social and family drama, interpreted by a family of fairground protagonists 
embodying their own roles. The social isolation of the characters is staged thanks 
to the aesthetics of an intimate cinematographic device sublimated by a fixed focal 
length of 50mm.

スタッフ
監督／脚本／プロデューサー／編集  ― シルヴィア・ルーツィ

 ルカ・ベッリーノ
脚本  ―――――――――――――  ロザリオ・カロッチャ
音楽  ―――――――――――  アレッサンドロ・パオリーニ
音響  ―――――――――――――― ステファノ・グロッソ
音響編集  ―――――――――――  ダニエラ・バッサーニ

 マルツィア・コルド
ジャンカルロ・ルティッリャー

ポストプロダクション  ――――  マウロ・ヴィチェンティーニ

キャスト
シャロン  ――――――――――――― シャロン・カロッチャ
ロザリオ  ――――――――――――  ロザリオ・カロッチャ
母親  ―――――――――――――  ティナ・アマリュテイ

Staff

Directors/Screenplay/Producers/Editors  ――――  Silvia Luzi
 Luca Bellino

Screenplay  ―――――――――――――  Rosario Caroccia
Original Music  ――――――――――  Alessandro Paolini
Sound Designer  ―――――――――――― Stefano Grosso
Sound Editors  ――――――――――――  Daniela Bassani

Marzia Cordò
 Giancarlo Rutigliano

Post Production  ―――――――――――  Mauro Vicentini

Cast

Sharon  ――――――――――――――  Sharon Caroccia
Rosario  ――――――――――――――  Rosario Caroccia
Mother  ―――――――――――――――  Tina Amariutei
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ワールド・プレミア ● World Premiere

ⓒPocket Music, Greenlight Pictures

AQÉRAT (We the Dead)

アケラット－ロヒンギャの祈り ［阿奇洛］

監督 : エドモンド・ヨウ（杨毅恒）
1984年シンガポール生まれ。早稲田大学を卒業。短編

『金魚』が2009年のヴェネチア映画祭で初上映、翌10年
『避けられないこと』が釜山国際映画祭で上映され、最優秀
アジア短編賞を受賞した。初長編『破裂するドリアンの河の
記憶』が第27回東京国際映画祭コンペティション部門で初
上映された。今年は本作とクロスカット・アジア部門『ヤスミ
ンさん』の2本の監督作をひっさげて東京に戻ってきた。

Director : Edmund Yeo

Born in Singapore in 1984, and graduated from Waseda 
University. Edmund Yeo's short films Kingyo premiered at the 
Venice Film Festival 2009; Inhalation won the Sonje Award 
at the Busan International Film Festival in 2010. His debut 
feature River of Exploding Durians premiered in competition 
at the Tokyo International Film Festival 2014. This year he 
returns to Tokyo with two films, Yasmin-san and AQÉRAT 
(We the Dead).
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［Malaysia］マレーシア
2017/Color/102min/Mandarin, Malay, 
Cantonese

■ Production Company
Pocket Music, Greenlight Pictures
Malaysia
film@greenlightpictures.co
http://www.greenlightpictures.co

■ World Sales
GOOD MOVE MEDIA
Hong Kong
Tel: +852 56 838 625
hello@goodmovemedia.com
http://www.goodmovemedia.com/

あらすじ
本当の人生は台湾にたどり着けば始まる。少なくともフイリンはそう思ってい

る。今はマレーシアとタイの国境にいて、奇妙な仕事をしながら貯金をする日々だ。
貯金を全部注ぎ込んでも何とか台湾へ行くべく、手早く金を稼ぐためにボスの人
身売買に手を貸すことに。このおぞましい闇の仕事に手を染めるうちに、彼女はロ
ヒンギャ移民に対する残虐行為を目にする。そんな彼女にとってひと筋の光は、フ
イリンを昔の知り合いだと信じている若い病院スタッフのウェイ。現代マレーシア
の転移（ディスプレイスメント）と倫理観についての野心作。

作品解説
ヨウ監督は、多文化多言語が自然に同居していたはずのマレーシアとタイの国

境付近の街に、新作の舞台を設定した。そして、その「理想郷」が現在ミャンマー
から逃れるロヒンギャの人々をいかに扱うかを描き、現状に対して問題を提起す
る。アジア全域の歴史や文化に意識を巡らす懐の深さがヨウ監督を大器ならしめ
ているが、その真骨頂は社会問題と詩情溢れるラブストーリーの融合である。監
督の前作に続いての主演となるダフネ・ロー演じるヒロインは、思いもよらず人身
売買ビジネスに関わるが、やがて物語は時空と生死の境を越え、ドキュメンタリー
とフィクションの境も越える。そして、「ロヒンギャの来世」はより身近な存在と
なっていく。真摯な哀悼の念と、未来への希望の祈りを込めた入魂の1作である。

監督のメッセージ
“Aqerat（アケラット）”とはロヒンギャの言葉で“来世”を意味します。この作品

はミャンマーで現在も続くロヒンギャに対する虐殺と、それがマレーシアのような
近隣国にいかなる影響を及ぼしているのかを読み解く試みです。虐殺を逃れよう
と、6万人近いロヒンギャの人々がボートでマレーシアにやってきています。居場
所を失い、よりよい暮らしを求めて私の国に来た人々。にもかかわらず、2015年、
マレーシアとタイの国境付近のジャングルにあった廃れた人身売買の拠点から、
139体のロヒンギャ移民の白骨死体が見つかりました。人身売買ブローカーはマ
レーシア人です。フイリンを通して、この恐ろしい行為を続けることをなぜ選択し、
その結果何が起きたのかを私なりに探ったのが本作です。

Synopsis
Hui Ling's life will truly begin as soon as she makes it to Taiwan. Or so she 

thinks. Right now, she is at the Malaysia-Thailand border, working odd jobs and 
saving money. Determined to make it even when she loses all her savings, she 
accepts her boss' offer for quick money as a human trafficker. As she descends into 
the darkness of her sordid trade, she witnesses the atrocities perpetrated against the 
Rohingya immigrants. Her beacon of light through this is Wei, a young hospital 
worker who believes that she is a woman from his past. AQÉRAT (We the Dead) 
is a sweeping tale of displacement and morality in contemporary Malaysia. 

Notes
Set near the Malaysia-Thailand border, this work examines how the Rohingya, 

escaping from persecution in Myanmar, are treated in what is reputed to be a 
multicultural, multilingual society. The focus extends beyond director Edmund 
Yeo's homeland of Malaysia to include Asian culture as a whole, but his greatest 
achievement is infusing a poetic love story with social awareness. Daphne 
Low plays the heroine, who unwittingly gets mixed up in human trafficking. 
Transcending documentary and fiction, the film depicts the Rohingya view of 
the afterlife, and conveys a profound sense of regret and a hopeful prayer for the 
future. 

Director's Message
"Aqérat" means "afterlife" in the Rohingyan language. This film tries to 

make sense of the ongoing Rohingya genocide in Myanmar and how it affects 
a neighboring country like Malaysia. To escape the massacres, nearly 60,000 
Rohingya migrants have fled to Malaysia by boat. These displaced people came 
to my country searching for a better life, but in 2015, 139 skeletons of Rohingya 
refugees were found in abandoned camps of human traffickers in the jungle at the 
Malaysia-Thai border. The traffickers are Malaysians. Hui Ling is my exploration 
of the choices to perpetuate, and consequences of perpetuating, these horrors.

スタッフ
監督／脚本  ――――――――――――  エドモンド・ヨウ
撮影監督  ―――――――――――  レスリー・レオン・リー
ライン・プロデューサー  ―――――  チェン・ティムキアン
作曲  ――――――――――――  ウォン・ウォアンフーン
プロデューサー  ―――――――――――  リム・インシャン
エグゼクティブ・プロデューサー  ―――――  ウー・ミンジン

ルム・ライ・ファン
特殊メイク  ――――――――――――――  キット・ヒュー
録音  ――――――――――――――――  レモン・チュウ

キャスト
フイリン  ――――――――――――――――  ダフネ・ロー
ウェイ  ――――――――――――  ハワード・ホン・カーホウ
チーチー  ――――――――――――――  ルビー・ヤップ
ウェン  ――――――――――――――――  ジョニー・ゴー
ズオハオ  ―――――――――――  ウォン・ジュン・ヤップ

Staff

Director/Screenplay  ―――――――――――  Edmund Yeo
Cinematographer  ―――――――――――  Lesly Leon Lee
Line Producer  ――――――――――――  Cheng Thim Kian
Original Score  ―――――――――――  Wong Woan Foong
Producer  ―――――――――――――――  Lim Ying Xian
Executive Producers  ――――――――――  Woo Ming Jin

Lum Lai Fun
Special Makeup Effect  ――――――――――――  Kit Hew
Sound Recordist  ――――――――――――  Lemon Chew

Cast

Hui Ling  ――――――――――――――――  Daphne Low
Wei  ―――――――――――――――  Howard Hon Kahoe
Qi Qi  ――――――――――――――――――  Ruby Yap
Weng  ―――――――――――――――――  Johnny Goh
Zhuo Hao  ――――――――――――――― Won Jun Yap

C
om

petition
コ
ン
ペ
テ
ィション



インターナショナル・プレミア ● International Premiere 

ⓒPhoto Thierry

Maryline

マリリンヌ

監督 : ギヨーム・ガリエンヌ
1972年2月8日、フランス、オー＝ド＝セーヌ県のヌイイ

＝シュル＝セーヌに生まれる。俳優、脚本家、映画監督。『不
機嫌なママにメルシィ！』（13）『マリー・アントワネット』（06）

『イヴ・サンローラン』（14）などの作品で知られる。舞台作品
でモリエール賞を2度受賞。自伝的コメディ映画『不機嫌なマ
マにメルシィ！』は4つのセザール賞を獲得した。本作が監督
2作目の長編である。

Director : Guillaume Gallienne

Guillaume Gallienne was born on February 8, 1972 in 
Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine, France. He is a French 
actor, screenwriter, and film director, known for Me, Myself 
and Mum, Marie Antoinette , and Yves Saint Laurent . 
Gallienne has received two Molière Awards for his stage work 
and has won four César Awards for his autobiographical 
comedy film Me, Myself and Mum. Maryline is his second 
feature.
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［France］フランス
2017/Color/108min/French

■ Production Company
LGM Films
France
Tel: +33 1 5334 9934
Fax: +33 1 5334 9935

■ World Sales
Gaumont
France
Tel: +33 1 4643 2000

あらすじ
マリリンヌはあまり幸運に恵まれたことがないけれど、演技の才能は確かにあ

る。控えめで繊細すぎるためなかなか自分を出せないものの、これまで出会った
アーティストにはひとり残らず、強い印象を残していた…。

作品解説
Ｇ・ガリエンヌ監督はフランスの国立劇団コメディ・フランセーズ所属の俳優と

してゼロ年代から頭角を現し、いまやフランス映画に欠かせない存在として人気
を博している。監督第1作『不機嫌なママにメルシィ！』（13）ではひとりで複数役
をこなすマルチぶりを発揮したが、第2作となる今回は演出に専念。2016年から
同劇団の正会員となり、一躍若手の有望株に躍り出たアドリーヌ・デルミーを初
の映画主演に抜擢し、役柄と完全に一体化したかのような瑞々しい魅力を引き出
した。本作は実話をベースにしており、15年前に出会った女性から聞いた話に驚
いて映画化したと監督は語る。女はいかにして女優へと生まれ変わるのか。役者
という存在を知り尽くす監督ならではの感動のドラマである。

監督のメッセージ
感情を言葉で表現できないために、他者の怒りや暴力に晒される人々に関心

を抱いてきました。このテーマを映画で表現したくて、自分の身を守る言葉をもた
ないひとりの控えめな女性を主人公に選びました。自分の身を守る言葉をもたな
いという存在は、おしゃべりで言語表現に問題のない私に、大きな影響と感動を
与えてくれました。本作で描きたかったのは、そういう人々の中に生じる暴力衝動
や、彼らを理解できず暴力に頼ってしまう周囲の人々です。時間をかけて慈悲の
心をもって接すれば、彼らはおとぎ話のシンデレラのように変身できるでしょう。
ある日突然、自分を解放し、言葉を解放するはずです。少しの勇気と優しさがあれ
ばいいのです。

Synopsis
Maryline hasn't always been given the best luck in life, but she certainly has a 

talent for acting. Too humble and sensitive to embrace her natural self, she can't 
help but make an impression on every artist she meets… 

Notes
Guillaume Gallienne distinguished himself in the early '00s as an actor at the 

Comédie-Française theatre and has since established himself as an indispensable 
part of French cinema. In his directorial debut, Me, Myself and Mum (2013), 
Gallienne displayed an ability to master multiple parts, but for this second effort, 
he remained behind the camera. Noted stage performer Adeline D'Hermy totally 
inhabits her character in a film inspired by a surprising story the director once 
heard. To what extent can a woman transform herself into an actress? This moving 
drama provides insights from someone with an intimate knowledge of acting. 

Director's Message
I am fascinated by people who suffer from the anger and violence of others 

because they are not able to express in words what they feel. What interests me 
most is to bring this subject to the screen, to talk about a modest woman who 
does not have the words to defend herself. It affects me enormously that some 
people do not have the words to defend themselves; I am very talkative and I 
have great ease with words. I wanted to show the violence in these people, and 
the violence they sometimes cause in others who can not understand them. If 
one tries to take the time to treat them with benevolence, one can help transform 
them into Cinderella in the fairy tale. All of a sudden, she can release that person, 
just release the speech. Sometimes a little is enough, but it is necessary to have 
power and delicacy.

スタッフ
監督／脚本／プロデューサー  ―――  ギヨーム・ガリエンヌ
エグゼクティブ・プロデューサー  ―――――  ヤン・アルノー
撮影監督  ――――――――――― クリストフ・ボーカルヌ
編集  ―――――――――――――  ヴァレリー・ドゥセーヌ
プロデューサー  ―――――― シリル・コルボー＝ジュスタン

 ジャン＝バティスト・デュポン

キャスト
マリリンヌ  ―――――――――――  アデリーヌ・デルミー
ジャンヌ・デズマレー  ―――――――  ヴァネッサ・パラディ
フランソワ・ルイ  ――――――――――― エリック・リュフ
イラン・カフマン  ――――――――  ラーズ・エディンガー
ベティー・ブラント  ―――――――――  パスカル・アルビロ
ミシェル・ロッシュ  ―――――――  グザヴィエ・ボーヴォワ
マリリンヌ（8歳）  ――  リラ＝ローズ・ジルベルティ＝ポワゾ

Staff

Director/Screenplay/Producer  ――――  Guillaume Gallienne
Executive Producer  ―――――――――――  Yann Arnaud
Cinematographer  ――――――――  Christophe Beaucarne
Editor  ―――――――――――――――― Valérie Deseine
Producers  ―――――――――――― Cyril Colbeau-Justin

 Jean-Baptiste Dupont

Cast

Maryline  ――――――――――――――  Adeline D'Hermy
Jeanne Desmarais  ――――――――――  Vanessa Paradis
François Louis  ――――――――――――――― Éric Ruf
Ilan Kafman  ――――――――――――――  Lars Edinger
Betty Brant  ―――――――――――――― Pascale Arbillot
Michel Roche  ――――――――――――  Xavier Beauvois
Maryline (8 years)  ――――――― Lilas-Rose Gilberti-Poisot
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ワールド・プレミア ● World Premiere 

ⓒThe Looming Storm

The Looming Storm

迫り来る嵐 ［暴雪将至］

監督 : ドン・ユエ（董越）
1976年中国・威海市生まれ。北京電影学院を卒業し、写

真撮影の修士号を取得。数本の映画のスチールを担当した
後、広告映像の監督に転じる。本作が初長編劇映画である。

Director : Dong Yue

Born in Weihai City, China, in 1976, Dong Yue graduated 
from Beijing Film Academy and earned his master's degree 
in photography, going on to do the photography in several 
films, later becoming a director in the advertising field. The 
Looming Storm (2017) is Dong Yue's theatrical feature film 
directorial debut.
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［China］中国
2017/Color/116min/Mandarin

■ Production Company/World Sales
Century Pictures (Tianjin) Co., Ltd.
China
Tel: +86 10 8575 1021 / +86 187 0130 8055
88441620@qq.com

あらすじ
1990年代。ユィ・グオウェイは、中国の小さな町にある古い国営工場で、保安

部の警備員をしている。若い女性を狙った悪名高い連続殺人は未解決のままで、
その残忍な手口から、警察は同一犯だとみていた。無残な殺害現場のイメージが
度々よみがえり、未解決であることにひどく苛立つグオウェイ。ある日、ヤンズとい
う女性と出会う。どことなく犠牲者のひとりに似ている彼女と一緒に住み、様子を
見ることにした。しかし、真実を知ったヤンズの絶望とともに、事態は思わぬ方向
に進んでいく。

作品解説
経済発展に向けて中国社会が激変した90年代後半、古き良き工場文化は廃

れ、人々は心の拠り所を失った。本作はそんな時代を象徴するような、ダークで重
厚な迫力に満ちたサスペンスであり、殺人事件を追うことで時代に取り残された
事実から目を背けようとする男の切ないドラマでもある。ドン・ユエ監督の1作目
とは思えないダイナミックな演出が目を惹く。刑事に憧れるあまり狂気の際まで
踏み込む男を演じるドアン・イーホン（段奕宏）は、人気TVドラマの「項羽と劉邦」
で知られ、現在の中国映画界で最も出演依頼の多い俳優のひとりになりつつあ
る。物語の行方を左右する重要なヒロインには、『修羅の剣士』（16）などで進境
著しい活躍を見せるジャン・イーイェン（江一燕）。

監督のメッセージ
初めての長編劇映画を作る機会を得られたことを大切にしたいと思います。
本作の時代設定は1997年。後に、中国社会にとって重要な位置付けとなる年

です。人々の選択だけでなく、未来のプロセスにも影響を与えました。一般の中国
人が過去を理解し、未来を見通そうとすると、アクセスしようのない知られざるこ
とが、たくさん眼前に立ちはだかります。本作の主人公ユィ・グオウェイも、まさに
同じ状態です。

重要な時代と市井の人々の運命の物語を通して、激動の時代変化の喧騒に隠
れた社会精神が垣間見えれば幸いです。

Synopsis
In the 1990s, Yu Guowei was an officer in the security division at an old state-

run factory in a small town in China. The notorious local murders of several 
young women have not been solved and the modus operandi was so outrageous 
that the police concluded the murderer was the same person. The horrific scenes 
of the dead frequently haunt Yu and the unsolved case infuriates him. Yu meets a 
woman called Yanzi, who looks somewhat like a previous victim, so he lives with 
her and waits. But things go in an unexpected direction, with the despair of Yanzi 
after knowing the truth. 

Notes
In the late '90s, as Chinese society underwent rapid economic development, 

the old factory culture fell by the wayside, taking with it people's sense of security. 
This dark and profound suspense, set in that period, is a heartrending drama of 
a guard whose mad obsession with a murder case helps him avert his eyes from 
the fact that he is a forgotten man. This captivating work is surprisingly dynamic, 
considering that it is Dong Yue's first directorial effort. The lead is played by 
Duan Yihong, a popular TV actor, who is now in great demand in the Chinese 
film world. Jiang Yiyan appears as the heroine, who alters the course of the story. 

Director's Message
I cherish this opportunity to express myself in my first directed theatrical film. 
It is set in 1997, which is now considered as a significant year in Chinese 

society. The year influences not only people's choices, but also the processes of the 
future. Ordinary Chinese people try to understand the past and predict the future. 
However, it seems to be full of inaccessible unknowns ahead. And our hero, Yu 
Guowei, is just a nobody. 

I hope that through the narration of the features of great times and the fate of 
ordinary people, the social spirit hidden in the time-changing noises can be seen.

スタッフ
監督  ――――――――――――――――――  ドン・ユエ
プロデューサー  ―――――――――  シアオ・チエンツァオ
エグゼクティブ・プロデューサー  ――――――  ルオ・イエン
プロダクション・マネージャー  ――――――  ワン・インウー
エグゼクティブ・ディレクター  ――――  ジアン・シャオドン
撮影監督  ―――――――――――――――  ツァイ・タオ
美術  ―――――――――――――――――  リウ・チアン
編集  ――――――――――――――  チョン・カーファイ
音響監督  ――――――――――――  ロン・シアオジュー

 チャン・ジンイエン
視覚効果  ――――――――――――――  アー・トンリン

キャスト
ユィ・グオウェイ  ―――――――――――  ドアン・イーホン
ヤンズ  ―――――――――――――  ジャン・イーイェン
チャン  ―――――――――――――――――  トゥ・ユアン
リウ  ―――――――――――――――――  チェン・ウェイ

Staff

Director  ―――――――――――――――――  Dong Yue
Producer  ―――――――――――――――  Xiao Qiancao
Executive Producer  ――――――――――――― Luo Yan
Production Manager  ――――――――――  Wang Yingwu
Executive Director  ――――――――――  Jiang Shaodong
Cinematographer  ――――――――――――――  Cai Tao
Production Designer  ――――――――――――  Liu Qiang
Editor  ――――――――――――――――  Cheung Ka-fai
Sound Directors  ――――――――――――  Long Xiaozhu

 Zhang Jinyan
Visual Effects Artist  ――――――――――――  A Donglin

Cast

Yu Guowei  ―――――――――――――――  Duan Yihong
Yanzi  ―――――――――――――――――  Jiang Yiyan
Old Zhang  ――――――――――――――――  Du Yuan
Xiao Liu  ――――――――――――――――  Zheng Wei
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アジアン・プレミア ● Asian Premiere

ⓒIt's Alive Films

Euthanizer

ペット安楽死請負人 ［Armomurhaaja］

監督 : テーム・ニッキ
独学で映画制作を学んだ。実家はフィンランドのシュスマ

で養豚を営んでいる。これまで手掛けた短編は数十作、CM
やミュージックビデオは数百本に上り、長編映画やテレビ番
組の監督経験もある。様々なジャンルに取り組んだ経験から、
ジャンル映画にこだわる演出、ストーリーテリングを得意とす
る。過去作品はサンダンス映画祭やシアトル国際映画祭など
で受賞あるいはノミネートされている。

Director : Teemu Nikki

Teemu Nikki is a self-educated filmmaker and the son of 
a pig-farmer from Sysma, Finland. He has directed tens of 
short films and hundreds of commercials and music videos – 
and some feature films and TV shows, also. That makes him a 
genre-free and thus genre-enthusiastic director and storyteller. 
Teemu's work has been shortlisted and awarded at Sundance 
Film Festival, Seattle International Film Festival, and more.
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［Finland］フィンランド
2017/Color/83min/Finnish

■ Production Company
It's Alive Films
Finland
Tel: +358 50 582 9495
jani@itsalive.fi

■ World Sales
WIDE MANAGEMENT
France
Tel: +33 1 5395 0464
infos@widemanagement.com

あらすじ
フィンランドのひと夏の出来事を描いたバイオレント・ノワール。ヴェイヨ・ハ

ウッカは50歳の機械工だが、病気のペットを安楽死させる仕事を副業にしてい
る。ペトリ・ケットゥは飼い犬の扱いに困っている。殺そうとしてみたが、どうしても
そこまで腹がくくれない。そこでヴェイヨを雇うことに。ただ問題は、ヴェイヨは健
康な犬は殺さない主義だった…。

作品解説
70 ～ 80年代のC・イーストウッドやＣ・ブロンソンらが正義の銃をぶっ放す

ジャンル映画に傾倒したという監督だが、自ら手掛けたハードボイルド作品には
現代にふさわしい倫理観を意識的に盛り込んでいる。裏で動物を安楽死させるア
ンチヒーローの正義とは何か、そしてハムラビ法典的報復の果てには何が待って
いるか、あるいは、ネオナチ青年の存在は時代の必然なのか。サスペンスフルなド
ラマ進行の向こうに、監督はこれらの問いを投げかけてくる。見事な存在感で映
画を圧倒する主演のマッティ・オンニスマーはフィンランドで引っ張りだこの名脇
役だが、主演は本作が初めて。10年前からオンニスマーのカリスマ性に惚れ込ん
でいた監督がようやく彼にふさわしい脚本を手にし、互いの念願を果たした。

監督のメッセージ
私は70 ～ 80年代の映画が好きです。見られるものは何でも見ました。特に、

ジョン・カーペンターの作品が好きで、今も変わりません。ドン・シーゲルの『ダー
ティハリー』は、まだ見るには早過ぎと思われる年頃に見た作品のひとつです。虜
になりました。主人公ハリーは、最初はかっこいいヒーローだったのに、最後は常
軌を逸した悪い奴になってしまう。あの連続殺人犯は気の毒だなと子供ながらに
思いました。もう明らかに頭がどうにかなっていて、自分の行動に責任が取れてい
ません。ハリーの殺しは正当化できないと思いました。そういうわけで私は、自分
のこの作品を“動物版ダーティハリー ”だと思うのです。

Synopsis
Euthanizer is a violent Finnish summer noir. Veijo Haukka, a 50-year-old 

mechanic, puts sick pets to sleep as a second job. Petri Kettu has a problem with 
his dog. He tries to kill it, but doesn't have the stomach to do it. He pays Veijo to 
do the job. The only problem is that Veijo doesn't kill healthy dogs…

Notes
This hard-boiled film, directed by a devotee of the vigilante-justice genre made 

famous by Charles Bronson in the '70s, offers an ethical view for our age. Does 
the story's antihero, who covertly euthanizes animals, have a moral compass? Will 
the Code of Hammurabi exact some kind of revenge? Are the Neo-Nazi youths a 
natural outgrowth of the era? These are just a few of the questions that underlie 
the suspenseful drama. Matti Onnismaa, a much-sought-after supporting actor 
in Finland, is astounding in his first starring role – the result of the director's ten-
year search to find the perfect script for this charismatic performer. 

Director's Message
I was into '70s and '80s genre films. I watched everything I could get my hands 

on. Especially, I loved John Carpenter's films, and still do. Don Siegel's Dirty 
Harry was one of the films that I probably watched when I was little bit too 
young. It fascinated me. In the beginning the main character is a cool hero, but in 
the end he turns out to be as insane as the bad guy. I even remember feeling sorry 
for the serial killer in the film. He was clearly mentally ill and not responsible for 
his actions. I never thought Harry's killings were justified. That's why I think 
Euthanizer is a Dirty Harry with animals.

スタッフ
監督／脚本／編集／美術／衣装  ――――  テーム・ニッキ
プロデューサー  ――――――――――――――  ヤニ・ポソ
撮影監督  ――――――――――――  サリ・アールトネン
音響  ――――――――――――――――  サミ・キースキ
音楽  ―――――――――――――  ティモ・カウコランピ

トゥオモ・プラネン
美術／衣装  ―――――――――――  サリ・アールトネン

キャスト
ヴェイヨ・ハウッカ  ―――――――  マッティ・オンニスマー
ロッタ・ケヴァット  ――――――  ハンナマイヤ・ニカンデル
ペトリ・ケットゥ  ―――――――――――  ヤリ・ヴィルマン
マルッティ・ハウッカ  ―――――  ヘイッキ・ノウシアイネン
オヤラ（獣医）  ―――――――――  ピヒラ・ペンティネン

Staff

Director/Screenplay/Editor/Production Designer/Costume Designer  ―  Teemu Nikki
Producer  ―――――――――――――――――  Jani Pösö
Cinematographer  ―――――――――――  Sari Aaltonen
Sound Designer  ―――――――――――――  Sami Kiiski
Music  ―――――――――――――――  Timo Kaukolampi

 Tuomo Puranen
Production Desiner/Costume Designer  ―――  Sari Aaltonen

Cast

Veijo Haukka  ――――――――――――  Matti Onnismaa
Lotta Kevät  ―――――――――――  Hannamaija Nikander
Petri Kettu  ―――――――――――――――  Jari Virman
Martti Haukka  ―――――――――――― Heikki Nousiainen
Vet Ojala  ―――――――――――――――  Pihla Penttinen
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ⓒ2017映画「勝手にふるえてろ」製作委員会

Tremble All You Want

勝手にふるえてろ

監督 : 大九明子
明治大学政治経済学部卒業。プロダクション人力舎スクー

ルJCAの第1期生となり、数々のバラエティ、ライブに出演の
のち、制作者サイドへ転身。1997年、映画美学校の第1期生
となり、監督・脚本作品『意外と死なない』でデビュー。『恋す
るマドリ』『東京無印女子物語』『ただいま、ジャクリーン』『モ
ンスター』『でーれーガールズ』などを手掛ける。松岡茉優との
タッグは本作で3度目となる。

Director : Akiko Ooku

Akiko Ooku graduated from Meiji University. After time 
as a TV personality, she started her career as a filmmaker. Her 
directorial debut was Almost die hard, and she is well known 
for Tokyo Serendipity, Tokyo Nameless Girl's Story, I'm 
home, Jacqueline, Monster, and Fantastic Girls. Tremble All 
You Want is her third time working with Mayu Matsuoka.

ワールド・プレミア ● World Premiere 
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あらすじ
24歳のOLヨシカは中学の同級生「イチ」へ10年間片思い中！　そんなヨシカ

の前に、突然暑苦しい会社の同期「ニ」が現れ告白される。「人生初告られた！」
とテンションがあがるも、ニとの関係にいまいち乗り切れない。ある出来事をきっ
かけに「ひと目でいいから、今のイチに会って前のめりに死んでいこうと思ったん
です」と思い立ち、同級生の名を騙り同窓会を計画。ついに再会の日が訪れるの
だが…。

作品解説
原作は、2001年に「インストール」でデビュー、「蹴りたい背中」で第130回

芥川賞を受賞した作家・綿矢りさによる妄想力爆発の恋愛小説。十八番とも言え
る毒舌さえわたる切れ味のいいモノローグで女性のリアルな感情を描く。主人公
ヨシカには、映画、テレビに大活躍中の松岡茉優。映画初主演となる本作でコメ
ディエンヌとしての才能を存分に見せつける！　ふたりの彼氏には、黒猫チェル
シーのボーカルであり、役者・映画監督としても独特の存在感を放つ渡辺大知と、
DISH//でボーカル・ギターを務め話題作への出演が続く、人気急上昇中の若手
俳優・北村匠海。

監督のメッセージ
10年前、初長編作品に臨む私はふるえていました。以来、どなたかにとって大

事な映画になるように、と祈るような気持ちを持って様々な作品に取り組んでき
ました。徐々にふるえは治まり、そろそろ女の人が好き放題やる映画を好き放題
な姿勢で撮りたいな…と思っていた時、『勝手にふるえてろ』の原作を差し出して
くれたプロデューサー、あんたは神ですか。それがまさか、東京国際映画祭で初
お披露目となるなんて。今私は喜びでふるえております。観た人の心に「ヨシカは
自分だ」と強く刺さる作品にしようと、全スタッフキャストとともに夢中で作りまし
た。このささやかな日本映画が、世界中のヨシカ的な人たちに可愛がっていただ
けますように。

Synopsis
Yoshika is 24 years old and works at a company. She has a secret crush on her 

former classmate "Ichi" for 10 years and never had a boyfriend in her entire life. 
One day, her colleague "Ni" told her he is in love with Yoshika. She hesitates to 
move forward with this new romance. Yoshika decides to meet Ichi again and 
plans to hold a reunion. Finally she meets Ichi again and...

Notes
Based on the novel "Katte ni Furuetero" by Risa Wataya, 130th Akutagawa 

Prize winner for "I Want to Kick You in the Back". Actress Mayu Matsuoka, who 
is also well known for her TV works, plays the protagonist. Playing the starring 
role in the film for the first time, she makes a strong impact. Yoshika's two 
"boyfriends" are played by two rising stars, Daichi Watanabe, highly acclaimed 
actor and vocalist in Kuroneko Chelsea, and Takumi Kitamura, vocalist/guitarist 
of pop band DISH//, recently appearing in popular films and dramas.

Director's Message
I was trembling with fear when I made my first feature. Since then, I've worked 

on many films praying it will be something precious to others. As my trembling 
stopped a desire grew in me to shoot as I please about a girl who does as she 
pleases. That's when my producer gave me the novel "Katte ni Furuetero". She 
was a Godsend! And who would have thought it would be premiered at TIFF. I'm 
now trembling with joy. The cast and crew put everything into this film so that 
the audience will feel "Yoshika is me". I hope this small film from Japan will be 
beloved by all the Yoshika's around the world.

［Japan］日本
2017/Color/117min/Japanese

■ Production Company
HoriPro Inc.
Japan
Tel: +81 3 3490 4631
Fax: +81 3 3490 4644
http://www.horipro.co.jp/

■ World Sales/Distributor in Japan
Phantom Film
Japan
Tel: +81 3 6276 4035
Fax: +81 3 6276 4036
info@phantom-film.com
http://www.phantom-film.com/

スタッフ
監督／脚本  ―――――――――――――――  大九明子
原作  ――――――――――――――――――  綿矢りさ
主題歌  ――――――――――――――  黒猫チェルシー
音楽  ――――――――――――――――――  髙野正樹

キャスト
江藤良香（ヨシカ）  ―――――――――――――  松岡茉優
ニ ―――――――――――――――――――  渡辺大知
月島来留美  ―――――――――――――――  石橋杏奈
イチ  ――――――――――――――――――  北村匠海
金髪店員  ――――――――――――――――――  趣里
最寄駅の駅員  ――――――――――――――  前野朋哉
釣りおじさん  ―――――――――――――――  古舘寛治
オカリナ  ――――――――――――――――  片桐はいり

Staff

Director/Screenplay  ―――――――――――  Akiko Ooku
Original Novel  ――――――――――――――  Risa Wataya
Theme Song  ―――――――――――  Kuroneko Chelsea
Music  ――――――――――――――――  Masaki Takano

Cast

Yoshika Eto  ―――――――――――――  Mayu Matsuoka
Ni  ――――――――――――――――  Daichi Watanabe
Kurumi Tsukishima  ―――――――――――  Anna Ishibashi
Ichi  ――――――――――――――――  Takumi Kitamura
Waitress With Blond Hair  ――――――――――――  Shuri
Station Attendant  ―――――――――――  Tomoya Maeno
Fisherman  ――――――――――――――  Kanji Furutachi
Okarina  ―――――――――――――――― Hairi Katagiri
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ⓒE.x.N K.K.

監督 : 藤元明緒
1988年大阪府生まれ。大学卒業後、ビジュアルアーツ専門学校・大阪

で映画制作を学ぶ。2012年、監督自身の経験をもとに、崩壊する家族を
描いた短編初監督作品『サイケファミリア』を制作し、ドバイ国際映画祭、
なら国際映画祭などで上映される。卒業後、拠点を東京に移し、14年に日
本とミャンマーを舞台にした本作を撮影。本作が長編初監督作品となる。

Director : Akio Fujimoto
Fujimoto was born in 1988 in Osaka. After graduating from college he studied filmmaking 

at Visual Arts Osaka. In 2012 he made his first short film based on his own experience called 
Psychedelic Family about a family's destruction, which was screened at Dubai, Nara, and other 
international film festivals. After graduating he moved to Tokyo, and in 2014 filmed his first 
feature film Passage of Life.

Passage of Life

僕の帰る場所

［Japan/Myanmar］日本／ミャンマー
2017/Color/100min/Japanese, Burmese

■ Production Company
E.x.N K.K.
Japan
info@exnkk.com
http://www.exnkk.com/

スタッフ
プロデューサー  ――――――――  渡邉一孝

吉田文人
監督／編集  ―――――――――  藤元明緒
撮影監督  ――――――――――  岸 建太朗
録音  ――――――――――――  弥栄裕樹
美術  ――――――――――――  飯森則裕
ヘアメイク  ――――――――――  大江一代
制作担当  ――――――――――  半田雅也

キャスト
カウン  ――――――――― カウンミャットゥ
ケイン  ――――――――― ケインミャットゥ
アイセ  ――――――――――――  アイセ
テッ  ――――――――――  テッミャッナイン
ユウキ  ―――――――――――  來河侑希
ニイナ  ――――――――――  黒宮ニイナ
板長  ――――――――――――  津田寛治

Staff

Producers  ――――――  Kazutaka Watanabe
Fumito Yoshida

Director/Editor  ―――――――  Akio Fujimoto
Cinematographer  ――――――  Kentaro Kishi
Sound Recordist  ―――――――――  Yuki Yaei
Production Designer  ――――― Norihiro Iimori
Hair/Make up Designer  ―――――  Kazuyo Oe
Production Manager  ――――  Masaya Handa

Cast

Kaung  ――――――――――  Kaung Myat Thu
Khin  ――――――――――  Khin Myat Thu
Issace  ――――――――――――――  Issace
Htet  ―――――――――――  Htet Myat Naing
Yuki  ――――――――――――  Yuki Kitagawa
Niina  ――――――――――  Niina Kuromiya
Master  ――――――――――― Kanji Tsuda

作品解説
祖国を離れ日本に暮らす4人のミャンマー人一家。母国語を話せず日本人のように暮

らしている幼い兄弟。ミャンマーに帰りたいと日々考えている母。生活のため、仕事のある
日本から離れられない父。そんな彼らのもとに届いたある通知が家族の運命を変えていく
…。主演の家族をはじめ出演者の多くに演技経験のないミャンマー人を起用。1カット1時
間を超える撮影手法を採用することで、子どもたちや家族のいきいきとした姿を切り取る。
2013年から企画を開始、ミャンマー政府の企画・脚本検閲を通過し、14年末に日本とミ
ャンマー両国で撮影。その後、2年半の編集期間を経て完成させた。

Notes
A Burmese family lives in Japan with two sons who cannot speak Burmese and live like 

Japanese children. The mother wants to return to Myanmar, but the father can't leave work 
in Japan. One day they get a letter that changes their lives forever... The cast has almost no 
experience acting. By using shots taken over more than an hour, the film captures a lifelike 
picture of the family’s lives. Planning for the film started in 2013 and it was shot in late 
2014 after review by Myanmar’s government. The film went through a two-and-a-half-year 
editing process.

ワールド・プレミア ● World Premiere
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ⓒ2017 Dongchun Films Co., Ltd.

監督 : チョウ・ズーヤン（周子陽）
1983年生まれ。大連民族大学設計学院卒業。2007年から09年ま

で光陰故事映画スタジオの共同オーナー兼監督、11年から13年まで
Gvitech Technology社のアートディレクターを務める。13年から麻雀
創意事務所の創設者兼監督を務め、現在に至る。

Director : Zhou Ziyang
Born in 1983, Zhou Ziyang graduated from the College of Design at Dalian Minzu University. 

He worked as co-owner and director at Guangyingushi Film Studio from 2007 to 2009, as art 
director in Gvitech Technology Co., Ltd. from 2011 to 2013 and as founder and director at 
Maque Studio from 2013 to the present.

Old Beast

老いた野獣［老兽］

［China］中国
2017/Color/111min/Inner Mongolian

■ Production Company
Dongchun Films Co., Ltd.
China
Tel: +86 139 1171 5685
dongchun@dcfilms.cn
http://www.dcfilms.com.cn/

■ World Sales
Front Films Company Ltd.
China
Tel: +86 139 1171 5685
dongchun@dcfilms.cn

スタッフ
監督／脚本  ――――――― チョウ・ズーヤン
プロデューサー  ――――  ワン・シャオシュアイ

リウ・シュアン
撮影監督  ―――――  マティアス・デルヴォー
美術  ――――――――――  ホー・シュアン
録音  ―――――――――  バイ・シアオフォン
音楽  ――――――――――  ソン・ユィジャー
編集  ――――――――――  リウ・シンジュー

キャスト
ヤン  ――――――――――――  トゥー・メン
ヤン・ビン（長男）  ――――  ワン・チャオベイ
ワン・リーシア（長男の妻）  ―  イー・ダンナー
ヤン・メイ（長女）  ―――――  ワン・ミンシュオ
リャン・グオドン（長女の夫）  ――  スー・フォン
ルー・ブーセン  ―――――――  アラテンウラ
リリ  ―――――――――――  ワン・ズーズー

Staff

Director/Screenplay  ―――――  Zhou Ziyang
Producers  ――――――――  Wang Xiaoshuai

Liu Xuan
Cinematographer  ――――  Matthias Delvaux
Art Designer  ―――――――――  He Shuang
Sound Recordist  ―――――――  Bai Xiaofeng
Music  ―――――――――――― Song Yuzhe
Editor  ――――――――――――  Liu Xinzhu

Cast

Laoyang  ――――――――――――  Tu Men
Yang Bing  ――――――――  Wang Chaobei
Wang Lixia  ―――――――――――  Yi Danna
Yang Mei ―――――――――  Wang Mingshuo
Liang Guodong  ―――――――――  Su Feng
Lu Busen  ―――――――――  Alatengwula
Lili  ―――――――――――――  Wang Zizi

作品解説
内モンゴル、オルドス。60代のヤンはビジネスで失敗し、ギャンブル漬けの自堕落な日々

を送っている。子どもたちは独立して家庭を持ち会社勤めをしているが、道を踏み外した
父とは距離を置いている。ある日ヤンが愛人と戯れている間に妻が倒れ、子どもたちは手
術代を用意するが、ヤンはその金にまで手を伸ばす。本作の物語は監督のいとこの家に起
きた出来事をベースにしており、現実に対する切実な問いかけである。監督が生まれ育っ
たオルドスは2005年からの10年間で劇的な変貌を遂げたという。経済発展の波が押し
寄せ、貧困地域から豊かな町へと生まれ変わった代償として膨大な借金も発生し、人生を
狂わせる者が現れる。ヤンはそんな時代の象徴なのか、それとも単なる極悪非道な親父な
のか？　特異で強烈なキャラクターのヤンを通じ、この「家族映画」は豊かな時代の人間
のモラルを問い直している。

Notes
Ordos, Inner Mongolia. Laoyang, in his sixties, fails in business and indulges in gambling. 

His sons, all of whom have their own lives, stay away. One day, their mother falls while Laoyang 
is having an affair with another woman. The sons find money for the surgery, but Laoyang steals 
it... Based on the life of the director’s cousin, Old Beast portrays harsh reality in Ordos, where 
the director was born and grew up. The city experienced a bubble decade of exuberant growth 
from 2005. When the bubble burst, huge debts ruined lives. Is Laoyang a symbol of the time, or 
just a bad father? This unique family drama questions the link between morality and wealth.

インターナショナル・プレミア ● International Premiere
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ⓒNanmori Films

監督 : 戸田ひかる
10歳からオランダで育つ。ユトレヒト大学で社会心理学、ロンドン大学大

学院で映像人類学・パフォーマンスアートを学ぶ。10年間ディレクターと
編集者としてロンドンを拠点に世界各国で映像を制作。作品はNHK、BBC、
ABC、The Guardianなどで放送されたほか、メルボルン国際映画祭など多
数の国際映画祭で上映。今回この映画の撮影で22年ぶりに日本で暮らす。

Director : Hikaru Toda
Hikaru Toda is a self-shooting director/editor based in London and Osaka working in long  

and short format documentaries. Her films have screened on BBC Storyville, France Televisions, 
NHK, The Guardian and at major international film festivals, including Hot Docs, CPH DOX 
and Melbourne International Film Festival. Hikaru moved to Japan for the first time in 22 years to 
make Of Love & Law.

Of Love & Law

Of Love & Law

［Japan/UK］日本／イギリス
2017/Color/94min/Japanese

■ Production Company
Little Stranger Films
Japan
hikaru@littlestrangerfilms.com
http://www.littlestrangerfilms.com/

■ World Sales
Hakawati
UK
elhum@hakawati.co.uk
http://www.hakawati.co.uk/

■ Distributor in Japan
TOFOO FILMS, LLC
Japan
Tel: +81 3 5919 1542
info@tongpoo-films.jp
http://www.tongpoo-films.jp/

スタッフ
監督  ―――――――――――  戸田ひかる
プロデューサー  ――  エルハム・シャケリファー
撮影監督  ―――――  ジェイソン・ブルックス
編集／アソシエイト・プロデューサー  ―  秦 岳志
音楽  ―――――――――――  前田雄一朗
共同プロデューサー  ――  エステル・ロバン・ユウ
音響  ―――――――  ヴァネサ・ロレナ・テイト

キャスト
南 和行
吉田昌史
南 ヤヱ
辻谷一摩

ろくでなし子
辻谷博子
井戸まさえ
山本なつお

Staff

Director  ――――――――――  Hikaru Toda
Producer  ――――――――  Elhum Shakerifar
Cinematographer  ――――――  Jason Brooks
Editor/Associate Producer  ―――  Takeshi Hata
Music  ――――――――――  Yuichiro Maeda
Co-Producer  ――――――  Estelle Robin You
Supervising Sound Editor  ― Vanesa Lorena Tate

Cast

Kazuyuki Minami
Masafumi Yoshida

Yae Minami
Kazuma Tsujitani

Rokudenashiko
Hiroko Tsujitani

Masae Ido
Natsuo Yamamoto

作品解説
カズとフミは大阪の下町で一緒に法律事務所を営む弁護士“夫夫”。出会って15年。仕

事も生活も常に二人三脚のふたりは、法律上は他人同士。そんな彼らのもとには日本全
国から生きづらさを抱えた人々がやってくる。LGBT、養護が必要な子供たち、無戸籍者、
突然逮捕されたアーティスト、「君が代」不起立を貫く学校教師…。ふたり自身も、いつか
は人の親になりたいという夢に向かって試行錯誤を続けていた。そんなある日、居場所を
失った少年をしばらく預かることになり…。欧州で長年活動していた戸田監督は、偶然出
会ったふたりに惚れ込み、大阪へ移住。国際共同制作による外からの視点を巧みに使い
ながら、日本社会の現実を鮮やかに描き出す。

Notes
Fumi and Kazu are partners in love and law; they run the first law firm in Japan set up 

by an openly gay couple. Together for 15 years, the lawyers want to raise a family of their 
own in a country where their partnership has no legal recognition or protection. Driven 
by their own experience of being 'outsiders', they attract a range of clients who reveal the 
hidden diversity of a country that prides itself on its obedience, politeness and conformity. 
Tired of being silenced and made to feel invisible, the lawyers and their misfit clients 
expose and challenge the archaic status quo.

ワールド・プレミア ● World Premiere
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［Japan］日本  
2017/Color/108min/Japanese

©2017「映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ」製作委員会

スタッフ
監督／脚本 : 石井裕也
原作 : 最果タヒ
撮影 : 鎌苅洋一
音楽 : 渡邊 崇
エンディング・テーマ : The Mirraz

キャスト
美香 : 石橋静河
慎二 : 池松壮亮
岩下 : 田中哲司
智之 : 松田龍平
美香の母 : 市川実日子

Staff

Director/Screenplay : Yuya Ishii
Original Poetry : Tahi Saihate
Cinematographer : Yoichi Kamakari
Music : Takashi Watanabe
Ending Theme : The Mirraz

Cast

Mika : Shizuka Ishibashi
Shinji : Sosuke Ikematsu
Iwashita : Tetsushi Tanaka
Tomoyuki : Ryuhei Matsuda
Mika's Mother : Mikako Ichikawa

THE TOKYO NIGHT SKY IS ALWAYS THE DENSEST SHADE OF BLUE

映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ

Notes
Undertaking the adventure of 

‘making modern poetry into a film’ is 
director Yuya Ishii, who at 34 has 12 
feature-length films under his belt. 
The setting is Tokyo in 2017, where 
empty words, a sense of doom, and 
feelings of isolation co-exist with 
hope, trust, and love. In the sense 
of real life conjured up in these two 
people is a new kind of film: the 
densest kind of love story.

Director : Yuya Ishii
Born in 1983 in Saitama Prefecture, 

Ishii won the Asian Film Awards’ 
Edward Yang New Talent Award at 
age 24. At 28, he became the youngest 
winner of Japan’s Blue Ribbon for 
Best Director with Sawako Decides 
(2009). The film went on to win its 
director global renown with Best 
Film and Best Actress awards at 
Fantasia International Film Festival in 
Montreal. The Great Passage (2013) 
won six Japan Academy Prizes.

作品解説
昨年発売され現代詩集としては異例
の累計3万1000部の売上げを記録して
いる最果タヒによる詩集が、誰も予想し
ていなかったかたちで恋愛映画として生
まれ変わった。監督は『舟を編む』で第
37回日本アカデミー賞最優秀作品賞や
最優秀監督賞ほか、多くの賞を受賞した
石井裕也。現代の東京の片隅に生きる
若い男女の、言葉にならない感情の震え
を映像にすくい取り、繊細な恋愛映画と
して完成させ、石井裕也の代表作と言え
る傑作となった。

監督 : 石井裕也
1983年生まれ。24歳でアジア・フィルム・アワード

「エドワード・ヤン記念」アジア新人監督大賞を受賞。
商業映画デビューとなった『川の底からこんにちは』
（09）がモントリオールのファンタジア映画祭で最
優秀作品賞、ブルーリボン賞監督賞を史上最年少で

受賞。『舟を編む』（13）
では第37回日本アカ
デミー賞にて、最優秀
作品賞、最優秀監督賞
を受賞、また米国アカ
デミー賞外国語映画
賞の日本代表に史上
最年少で選出される。

■ Distributor in Japan
TOKYO THEATRES 
CO.,INC.
Japan
Tel: +81 3 3355 1013
Fax: +81 3 3355 1065
kimura_m@theatres.co.jp
http://www.theatres.co.jp/

■ Distributor in Japan
Little More Co., Ltd.
Japan
Tel: +81 3 3401 1042
Fax: +81 3 3401 1052
info@littlemore.co.jp
http://www.littlemore.co.jp/
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