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ことでん琴平線

琴平街道

レクザムホール
（香川県県民ホール）

高松市玉藻町９-10／TEL：087-823-3131

アクセス：JR高松駅から徒歩8分
　　 　 ことでん高松築港駅から徒歩8分

JR宇多津駅

宇多津
郵便局

宇多津町役場

宇多津
グランドホテル臨海

公園
プレイパーク
ゴールドタワー

香川短期大学
百十四銀行

宇多津
中央公園

予讃線
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会場間の移動にはレンタサイクルが便利です！

●料金（一時利用）
24時間以内 200円
24時間を超えて利用した場合 24時間までごとに200円

●利用時間
午前7時～午後10時
新規受付は、免許証等、住所・氏名が確認できるものを持参の上、
JR高松駅、ことでん瓦町駅の有人ポート等で手続きが必要です。

●お問い合わせ
レンタサイクル管理センター TEL 087-831-5383

高松市では、市内数箇所のポートで自転車を貸し出して
います。借りたポート以外でも返却可能です。

高松会場周辺の移動について

サンポート高松 高松シンボルタワー
高松市サンポート2-1

アクセス：JR高松駅から徒歩3分
　　 　 ことでん高松築港駅から徒歩5分

イオンシネマ 高松東
イオン高松東店 3F

高松市福岡町3-8-5／TEL：087-822-0505

［アクセス：ことでん沖松島駅から徒歩10分］

イオンシネマ 宇多津
イオンタウン宇多津内

綾歌郡宇多津町浜二番丁16／TEL：0877-49-8450

［アクセス：JR宇多津駅から徒歩10分］

イオンシネマ 綾川
イオンモール綾川 3F

綾歌郡綾川町萱原822-1／TEL：087-870-8787

［アクセス：ことでん綾川駅から徒歩8分］

うどんバス情報
うどんツアー以外にも、さぬきうどんの名店と観光名所を巡
るうどんバスを毎日運行しています。１日コース（土・日・祝日）
と半日コース（平日）がありますので、是非ご利用ください。

お問い合わせ 琴参バス（株）高松事務所 087-851-3155
HP http://www.kotosan.co.jp/ 琴参バス 検索

いけす道楽
高松市古馬場町7－11／TEL：087-822-0764

［アクセス：ことでん瓦町駅から徒歩8分］

生涯学習センター まなびCAN
高松市片原町11－1／TEL：087-811-6222

［アクセス：ことでん片原町駅から徒歩1分］

会場の
ご案内

かがわ
国際会議場

タワー棟6F

情報通信交流館
e-とぴあ・かがわ

タワー棟4F
TEL：087-822-0111

54会議室
ホール棟 5F

65会議室
ホール棟 6F

第1リハーサル室
ホール棟7F

月 日2 9 日12- 月金

サポーターを募集しています！
今年は、クラウドファンディング も実施！

一口 5,000円

では20182018さぬき映画祭

※おひとり様何口でもお申し込みいただけます。
　5万円以上の方、法人の方には、大口寄付の
　方へのメニューもご用意しています。

拡
が
る
、映
画
祭
。

2018 会場：イオンシネマ高松東／イオンシネマ綾川／イオンシネマ宇多津
レクザムホール ／情報通信交流館 e- とぴあ・かがわ　他

www.sanukieigasai.com

主催：さぬき映画祭実行委員会／香川県／高松市／宇多津町／綾川町／（公財）置県百年記念香川県文化芸術振興財団／情報通信交流館e -とぴあ・かがわ／イオンエンターテイメント株式会社
後援：朝日新聞高松総局／産経新聞社高松支局／山陽新聞社／四国新聞社／毎日新聞高松支局／読売新聞高松総局／OHK岡山放送／KBN香川テレビ放送網株式会社／CMSケーブルメディア四国
　　 　RSK山陽放送／KSB瀬戸内海放送／CVC中讃テレビ／TSCテレビせとうち／RNC西日本放送／FM香川／FM815／株式会社香川経済レポート社／香川こまち／高松リビング新聞社／ナイスタウン出版

お問い合わせ さぬき映画祭実行委員会事務局（香川県文化振興課内）
〒760-8570 香川県高松市番町4-1-10　TEL 087-832-3782　FAX 087-806-0238　E-mail info@sanukieigasai.com

http://www.sanukieigasai.com/supporter

銀行振込による支援はこちらからクラウドファンディングによる支援はこちらから
1月25日（木）まで

❶申込み手続きが簡単に！❷さぬき映画祭をもっと楽しめる限定特典を多数ご用意 ！

一口 3,000円～
◀申込み方法、特典などの詳細は、こちらをご覧ください▶

※1月26日以降にご登録の方
は、次回「さぬき映画祭2019」
の際に特典をお送りします。

1月25日（木）まで

https://camp-fire.jp/projects/view/51233

限定特典の一例

交流会招待券、目玉作品の優先席（予定）等



高松東
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さぬき映画祭 上映スケジュール

注意事項 ●開催中止以外でのチケットの払い戻しはいたしません。 ●上映会場に録音、録画などに使用する機材を持ち込むことはできません。 ●他のお客様にご迷惑がかかる行為があった場合、ご退場いただくことがあります。

2月10日（土）午前9:30より、情報通信交流館e-とぴあ・かがわで同会場での全ての上映
映画チケットを販売開始［全席自由］

情報通信交流館 ｅ-とぴあ・かがわ
[開館時間] 2月10日（土） 9:30～／2月11日（日） 9:30～／2月12日（月・祝） 10:00～

対象作品は入場無料ですが、Web申込みによる入場チケッ
トが必要です。応募者多数の場合は厳正なる抽選を行い、
当選者を決定します。 

イオンシネマ 高松東・綾川・宇多津

※窓口購入は、上映する劇場に限ります。
※人気作品をｅ席リザーブでご購入の場合、販売開始日に繋が
りにくいことが予想されます。

イオンシネマ高松東・綾川・宇多津窓口及びｅ席リザーブにて販売開始［全席指定］

[HP] http://www.aeoncinema.com/

[HP] http://www.sanukieigasai.com

チケットぴあでの販売

さぬき映画祭 特設ホームページから申込み 

[HP]  https://t.pia.jp/

1月25日（木）10:00～ 販売開始

1月25日（木）10:00～ 受付開始

1月11日（木）10:00～ 受付開始1月25日（木）10:00～ 前売販売開始［全席自由席 ］

※香川県迷惑行為等防止条例違反となりますので、利益を得る目的をもってのチケット
の転売は固くお断りします。

日付 会場 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 2:001:0024:0023:0022:00

綾　川

サンポート高松
ホール棟7F
第1リハーサル室

サンポート高松
ホール棟6F
65会議室

いけす道楽

情報通信交流館
e-とぴあ・かがわ

いけす道楽

レクザム
ホール9

金

10
土

SETOUCHI
THE MOVIE

オープニング上映

18：00～開会式
（約30分）の後

うつくしいひと
11：30～

 うつくしい
ひと サバ？

12：10～

ゲ

GHOST IN
THE SHELL /
攻殻機動隊

19：30～

ゲ

宇宙戦艦
ヤマト2202
第一章「嚆矢篇」

17：00～

ゲ

HONETSUKI
DORI

15：00～

ゲ

Drawing
Days

17：30～

ゲ

曇天に笑う
13：15～

ゲ

曇天に笑う
16：30～

さぬきストーリー・プロジェクト ①
11：00～

さぬきストーリー・プロジェクト ②
11：00～

俳優・近藤芳正による演技ワークショップ
13：00～

藤村源五郎一座
「戦国梟雄烈伝」

13：00～

藤村源五郎一座
「戦国梟雄烈伝」

13：00～

さぬき真夜中の映画祭
23：00～

さぬき押井守映画祭
23：00～

さぬき犬童一心映画祭
23：00～

10：00～
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ン
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※ さぬきストーリー・プロジェクト 表彰式

日付 会場 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 2:001:0024:0023:0022:00

綾　川

綾　川

宇多津

サンポート高松
ホール棟5F
54会議室

情報通信交流館
e-とぴあ・かがわ

いけす道楽

11
日

まなびCAN

まなびCAN

かがわ
国際会議場

サンポート高松
ホール棟5F
54会議室

情報通信交流館
e-とぴあ・かがわ

12
月

ガンダム特集 ❶
11：00～

ガンダム特集 ❷
11：00～

ガンダム特集 ❸
11：00～

ゲ

四月の永い夢
11：00～

ゲ

ジョゼと虎と
魚たち

14：00～

ゲ

踊る大捜査線
THE MOVIE 2

レインボーブリッジを封鎖せよ!

14：00～

ゲ

八重子の
ハミング

10：30～
ゲ

群青色の、
とおり道

13：30～

ゲ

若手短編
プログラム❶
「戦場へ、インターン」
「はりこみ」

「こんぷれっくす×コンプレックス」

14：55～

ゲ

海の底から
モナムール

16：15～

リバーズ・
エッジ
R15+

18：00～

ゲ

のぼうの城
10：30～

ゲ

シン・ゴジラ
14：00～

ゲ

カメラを
止めるな！

17：35～

ゲ

若手短編
プログラム❷
「サイレン」
「追憶ダンス」

「今夜新宿で、彼女は、」

12：35～
ゲ

若手短編
プログラム❸
「腰抜け」

「冬が燃えたら」
「最期の星」

15：05～
ゲ

「春なれや」
「わさび」

11：00～

映画祭の
つくり方2016

10：30～

ふるさと映画祭シンポジウム
13：00～

ゲ

聖なるもの
17：35～

亜 人
17：15～

ゲ

獣道
（特別Long ver.）

R15+

18：00～

ゲ

カズチャンネル＋
「MAGIC TOWN」

& ラップステージ

10:30～

ゲ

さぬき映画祭特集
「旅番組の
つくり方」

10:30～

ゲ

さぬきストーリー・プロジェクト上映会&
水曜どうでしょう×ゴリパラ見聞録

13:00～

ゲ

カズチャンネル＋
「試乗キャノンボール」＋
HAG2017完成披露＆
「電気100%」
「夕化粧」

12:50～

表
彰
式
※

閉
会
式

ゲ
ゲスト&トークあり 四国初上映
※ゲスト、上映時間等は急遽変更となる場合がございます。

さぬきストーリー・
プロジェクト演  劇ガンダム

特　集
特　集・
イベント

新作 ドラマ 若手監督作品アニメーション ドキュメンタリー

作品
分類

ワクの色

ラインの色

演劇ワーク
ショップ

真夜中の
映画祭

優秀企画
過去作品

※こちらの作品
　は無料です。

チケットのご購入について ※窓口購入は、上映する劇場に限ります。

セブン-イレブン、サークルK・サンクス、ぴあのお店でも直接購入できます。

『さぬき真夜中の映画祭』・『さぬき押井守映画祭』・『さぬき犬童一心映画祭』 

『さぬきストーリー・プロジェクト上映会＆水曜どうでしょう×ゴリパラ見聞録』 

『藤村源五郎一座 「戦国梟雄烈伝」』

いけす道楽

かがわ国際会議場

まなびCAN

イオンシネマ高松東『四月の永い夢』 

かがわ国際会議場『さぬき映画祭特集 旅番組のつくり方』 

情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ
『カズチャンネル ＋ 「MAGIC TOWN」＆ラップステージ』 
『カズチャンネル ＋ 「試乗キャノンボール」 ＋
  HAG2017完成披露 ＆ 「電気100%」「夕化粧」』 

1 2
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さぬき映画祭2018
12年目を迎えた今年の「さぬき映画祭2018」も留まるところを知りません！
「映画、だけじゃない映画祭」のコンセプトのもと、『踊る大捜査線』シリーズなどを手掛けた
本広克行監督（香川県出身）のディレクションによる、充実のコンテンツをお届けします。
今年のテーマは「拡がる、映画祭。」
本広監督の最新作をはじめとする映画の上映はもちろん、映画監督による真夜中のトークイベントや演劇公演、
毎年好評のショートムービーコンペティション「さぬきストーリー・プロジェクト」など、見どころ満載です。
話題のＹｏｕＴｕｂｅｒも、さぬき映画祭初参加！
他では体験できないコンテンツがぎゅっと詰まった4日間を、ぜひ会場でお楽しみください！

イオンシネマ綾川でガンダムシ
リーズの特集上映を開催！
ラインナップは映画
祭HPにて随時発表、
乞うご期待！

作品紹介：唐々煙の人気コミックを、本広
克行監督が実写映画化した時代劇アク
ション。時は明治維新後。300年に一度、人
に災いをもたらすという巨大な力を持つ大
蛇＝オロチ。その力を封じるために曇神社
の曇天三兄弟が立ち上がる。が、明治政府
転覆のため動き出した忍者集団・風魔一
族の暗躍によって、三兄弟の行く手は阻ま
れてしまう！

作品紹介：「瀬戸内」をテーマに
制作された新作ドキュメンタ
リーの上映を致します。知られ
ざる美しい風景やイベント、
人々の何気ない瞬間などを写し
取った映像を使用し、瀬戸内の
魅力を国内外に発信する作品
です。本プログラムではオープ
ニング作品として、瀬戸フィル
ハーモニー交響楽団の生演奏
付きでお楽しみ頂けます。

監督 本広克行　出演 福士蒼汰、中山優馬、古川雄輝、桐山漣、小関裕太

作品紹介：かつて本広克行監督が手掛けた映
画「UDON」につづく、香川県のもう一つの名
物・骨付鳥をモチーフにしたオムニバスショート
ムービー『HONETSUKIDORI』。全編、香川県丸
亀市で撮影を敢行。ヨーロッパ企画の面々が
ロードムービー・特撮・ラブコメ・時代劇・ミステ
リーと５つのショートストーリーを創造する。

©2018 映画「曇天に笑う」製作委員会　Ⓒ 唐 煙々 / マッグガーデン

情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ／15:00～

10:00～ 11:15～ 12:30～ 13:45～

ドラマ2017年／74分

無 料HONETSUKIDORI

10

イオンシネマ高松東／13:15～／16:30～

各日 11:00~16:00

イオンシネマ綾川にて

新 作2018年／94分2018年3月21日 全国ロードショー特別先行上映

1,800円曇天に笑う

10

レクザムホール／18:00～
ドキュメンタリー2017年／45分

無 料SETOUCHI THE MOVIE Sanuki film festival ver.

開会式 & オープニング上映！9

©MARUGAME SHORTMOVIE PROJECT

総監督 本広克行　監修 上田誠
出演 ヨーロッパ企画、秋月三佳、吉川莉早、

丸亀じゃんご、小田ひとみ、川岡大次郎

作品紹介：行定勲監督が、出身地・熊本の地域創生
が目的の「くまもと映画プロジェクト」として、熊本に
ゆかりのある俳優、著名人と共に手がけた中編。女
子大生の透子は、友人から母親の鈴子が怪しい男
につけられていたと聞かされる。透子は私立探偵・
玉屋に母親の護衛を依頼。友人から情報が入り、現
場に向かうと透子と玉屋だったが……。

©2016 くまもと映画製作実行委員会

イオンシネマ高松東／11:30～10

監督 行定勲
出演 橋本愛、姜尚中、高良健吾、石田えり

作品紹介：押井守監督の名を世界に知らしめ、世界
中の映像クリエイターに多大な影響を与えた傑作ア
ニメ。第4次世界大戦後、2029年。公安9課、通称
“攻殻機動隊”に所属する草薙素子は、多数の電脳
犯罪で国際指名手配されている謎のハッカー“人形
使い”の捜査に乗り出す。捜査を進めていく中、つい
に人形使いは草薙の前に姿を現すのだが……。

©1995士郎正宗／講談社・バンダイビジュアル・MANGA ENTERTAINMENT

イオンシネマ高松東／19:30～
アニメーション35mmフィルム上映／1995年／80分

1,000円GHOST IN THE SHELL /
攻殻機動隊

10

監督 押井守
声優 田中敦子、大塚明夫、

山寺宏一、仲野裕
押井守 監督

ゲスト［予定］

古川雄輝（俳優）、桐山漣（俳優）、
小関裕太（俳優）、池田純矢（俳優）

ゲスト
［予定］

総監督 本広克行

©アミューズ

9

1010

秋月三佳（女優）他
ゲスト［予定］

作品紹介：デビュー作『小川町セレ
ナーデ』で新藤兼人賞銀賞を受賞し
た原桂之介監督が、小関裕太主演で
描くヒューマンドラマ。電器店で働い
ているが、家賃の更新料に困ってい
た19歳の夏生。社長の昭治は、家を
ルームシェアしようとしていた60歳の
佳乃に、最適な人物として夏生を紹
介する。かくして19歳と60歳の共同
生活が始まることに。©2015/アミューズ

情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ／17:30～
ドラマ四国初上映 2015年／86分

500円Drawing Days
監督 原桂之介
出演 小関裕太、古舘寛治、須藤理彩、根岸季衣 小関裕太（俳優）

ゲスト［予定］

10 11 12

http://www.sanukieigasai.com/

映画監督によるトークをお食事と共
に楽しめるイベントです。本広監督
のドラマデビュー作を
特別上映！

さぬき の

※飲食代は自己負担と
なります。

※深夜上映のため、18
歳未満の方は保護
者同伴であってもご
入場いただけません。

ドラマ2016年／39分

うつくしいひと

作品紹介：玉屋末吉(高良健吾)は人々の心を手助
けする私立探偵。末吉の友人である田上(米村亮太
朗)は被災地で迷う一人の外国人・マチュー(ロイッ
ク・ガルニエ)と出会い、末吉の元に案内する。しかし
言葉が分からない上ようやく聞き取れた言葉は一つ
だけ、『サバ？』。

©２０１7SSTF

監督 行定勲
出演 高良健吾、米村亮太朗

ドラマ四国初上映 2017年／46分

うつくしいひと サバ？

500円
2つセットで

情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ／10:00～さぬき映画祭 優秀企画過去作品上映10 無 料

作品紹介：78年の劇場作『さらば宇宙戦艦ヤマト
愛の戦士たち』、テレビシリーズ『宇宙戦艦ヤマト
2』を、新たな解釈を盛り込んでリメイク。あのイス
カンダルへの旅から3年。地球は軍事拡大への道
を進んでいた。古代らヤマト乗組員たちはそんな
現状に違和感を覚える。そんな中、宇宙を席巻す
る強敵ガトランティスの魔の手が迫っていた……。©西﨑義展/宇宙戦艦ヤマト2202製作委員会

イオンシネマ綾川／17:00～
アニメーション2017年／50分

1,000円宇宙戦艦ヤマト2202 第一章「嚆矢篇」
シリーズ構成・脚本 福井晴敏
声優 小野大輔、

桑島法子、
鈴村健一、
大塚芳忠

中村繪里子（声優）
福井晴敏（シリーズ構成・脚本）

ゲスト［予定］

2016年／60分

カンカンSUN
2016年／60分

帰ってきまい
2017年／60分

商店街を深夜、
全速力で走る男

2017年／32分

Lemon
＆ Letter

ガンダム特
集

１月25日（木） 10:00～ 販売開始
チケットぴあ [Pコード]558092 500円
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作品紹介：マージャン屋でバイトをす
るごく普通の大学生の恒夫。最近麻
雀屋で近所の婆さんの話題が噂に
なっていた。「あの婆さんは運び屋で
乳母車の中は大金？麻薬？」そんなあ
る日、恒夫は坂道を走ってくる乳母車
と遭遇。中をのぞいてみるとそこには
包丁を振り回す少女が。それが恒夫
とジョゼの出会いだった。恒夫はそん
な不思議なジョゼに惹かれてゆく…。©2003「ジョゼと虎と魚たち」フィルムパートナーズ

イオンシネマ高松東／14:00～
ドラマ2003年／116分

1,000円ジョゼと虎と魚たち
11

監督 犬童一心
出演 妻夫木聡、池脇千鶴、上野樹里、新井浩文、新屋英子 犬童一心 監督

ゲスト［予定］

作品紹介：滝本初海、27歳。変わらな
い日常のなかにふと訪れた一葉の手
紙。それは3年前の春に亡くなった恋
人が初海に向けて書き遺したもの
だった。隣の工場で働く青年からの求
愛、かつての教え子との再会、そして
初海自身が隠していた想い。一葉の
手紙をきっかけに、変わることのな
かった真夏の日常が少しずつ動き始
める。©Tokyo New Cinema / WIT STUDIO

イオンシネマ高松東／11:00～
新 作2018年春劇場公開 2017年／93分

※詳細は後日さぬき映画祭HPにて発表いたします四月の永い夢
11

監督 中川龍太郎
出演 朝倉あき、三浦貴大、川崎ゆり子、高橋由美子 中川龍太郎 監督

ゲスト［予定］

作品紹介：大人たちに振り回されながら若い男女の姿を描くブラックコメディ。母
親に入れられた宗教施設で7年間過ごした愛衣。警察に摘発されたことで、新し
い生活を始めるが、全く馴染ず、居場所を求めて転 と々。愛衣の理解者で彼女に
思いを寄せる亮太もまた、半グレ集団に身を置き、やがて2人は地方都市のジャン
グルに飲み込まれていく。

©third window films

イオンシネマ高松東／18:00～
ドラマ四国初上映 2017年／123分

1,000円獣道（特別Long ver.） R15+

11

監督 内田英治
出演 伊藤沙莉、須賀健太、

アントニー、吉村界人、
近藤芳正

内田英治 監督
伊藤沙莉（女優）
アダム・トレル（プロデューサー）

ゲスト［予定］

作品紹介：日本映画実写興行ナンバー１の記録を持つ『踊る大捜査線』シリーズの
第２弾。観光地化したお台場で起こった連続猟奇殺人事件。特捜本部長に初の女
性キャリア沖田が任命され、室井がそのサポートに就くことに。本庁の命令に従っ
た青島は、所轄として追っていた事件の被疑者を取り逃がし、刑事という仕事に自
信を失いかける…。

©2003 フジテレビジョン

イオンシネマ綾川／14:00～
ドラマ35mmフィルム上映／2003年／138分

1,000円踊る大捜査線 THE MOVIE 2
レインボーブリッジを封鎖せよ!

11

監督 本広克行
出演 織田裕二、柳葉敏郎、

深津絵里、水野美紀、
ユースケ・サンタマリア

シークレット
ゲスト［予定］

作品紹介：桜井画門の人気コミックを、本広克行監督が佐藤健主演で実写映画
化。トラックと衝突し死亡した研修医の圭。ところが、その直後、肉体が回復し、不
死身の“亜人”であることが発覚する。国家に追われ、モルモットにされる圭。そん
な彼にの前に亜人最凶のテロリスト・佐藤が現われ、圭は人類と亜人の戦いに巻
き込まれていくことに！

©2017映画「亜人」製作委員会 ©桜井画門／講談社

イオンシネマ綾川／17:15～
ドラマ2017年／109分

1,000円亜人

11

監督 本広克行
出演 佐藤健、玉山鉄二、

城田優、千葉雄大、
川栄李奈、綾野剛

作品紹介：4度のがん手術を受けた夫と若年性アルツハイマー病を発症した妻に
よる12年にも渡る日々 を、佐々部清監督が描くヒューマンストーリー。胃がんを発病
した夫・誠吾を支えてきた妻の八重子に若年性アルツハイマー病の疑いが。手術
によってがんから生還した誠吾だったが、八重子の病状は確実に進行し、徐々に
記憶を無くしていく。

©Team『八重子のハミング』

イオンシネマ宇多津／10:30～
ドラマ2016年／112分

1,000円八重子のハミング

11

監督 佐々部清
出演 升毅、高橋洋子、

文音、中村優一、
安倍萌生

作品紹介：ミュージシャンになることを夢見て故郷から飛び出した佳幸。10年ぶり
に里帰りした彼は、家族やかつてのクラスメートと再会。彼らとの触れ合いを通し、
生まれ故郷への思いと向き合うようになっていく…。物語のキーとなる劇中歌は、
群馬県出身のロックバンド、back numberの名曲「電車の窓から」。群馬県太田市
を舞台にした、名匠、佐 部々清監督による珠玉の青春音楽映画です。

©「群青色の、とおり道」製作委員会、太田市

イオンシネマ宇多津／13:30～
ドラマ四国初上映 2015年／105分

1,000円群青色の、とおり道

11

監督 佐々部清
出演 桐山漣、升毅、

宮崎美子、安田聖愛、
杉野希妃

作品紹介：エリック・ロメール作品の音楽を手がけていたロナン・ジルが監督を務
める日仏合作の異色作。10年ぶりに恋人たちと共に故郷である赤島にキャンプに
やってきたタクマ。ところがある夜、彼らの前に謎の少女が姿を現す。それは10年
前、タクマが高校時代に行方不明になったまま未だ見つかっていなかった女子高
生ミユキであった…。

©Besoin d’Amour Film Partners

イオンシネマ宇多津／16:15～
ドラマ四国初上映 2017年／84分

1,000円海の底からモナムール

11

監督 ロナン・ジル
出演 桐山漣、清水くるみ、

三津谷葉子、
前野朋哉、杉野希妃

升毅（俳優）

ゲスト［予定］

桐山漣（俳優）
升毅（俳優）
杉野希妃（女優）

ゲスト［予定］

桐山漣（俳優）
杉野希妃（女優）

ゲスト［予定］

13:00~18:30

サンポート高松 ホール棟 7Ｆ
第1リハーサル室

さぬき

無 料

さぬき映画祭HPに寄せられた香川県での「面白いエピ
ソード」や「感動する話」、「歴史や伝説」などの原作をも
とに製作されたショートムービー（5分以内）を、さぬき映
画祭で上映！3会場で上映され、各会場で投票もできま
す。栄えあるグランプリは、表彰式にて発表します！

HP http://www.sanukieigasai.com/story-project/

今年は、サンポート高松 ホール棟6F 65会議室・5F 54会議室とかがわ国際会議場で上映を行い、
「香川らしくおもしろい作品」の投票によってグランプリを決定します！
グランプリは、表彰式にて発表いたします！ ぜひ投票にもご参加ください！

上映スケジュール

サンポート高松 ホール棟6F 65会議室 /11:00～10 土

サンポート高松 ホール棟5F 54会議室 /11:00～11 日

＊詳しくは、P10のスペシャルイベントをご覧ください。
かがわ国際会議場 /13:00～  ［有料］＊12 月

旅行代金：4,000円（食事代は含まれておりません。）
受付開始：2018年1月12日（金） 10:00～
ご予約・お問合せ：琴参バス 高松事務所
TEL  087-851-3155
HP  http://www.kotosan.co.jp/

　　　「うどんツアー」でさぬきうどんを
堪能した後は映画をお楽しみください。 10

10 10

さぬきストーリー・プロジェクト

さぬきストーリー・プロジェクト

コンペティション「ショートムービー」「ショートムービー」

※2月12日（月・祝） 13:00～ のみ、有料とさせていただきます。 グランプリ
受賞者 100

万円

同作品の原
作提供者 3

万円
・・・・・・・・・ 

賞 金 ・・・・・
・・・・

うどんツアー
関係者と行く

「 　　　　  」映 

画

知る人ぞ知る、東京では募集開
始と同時に即完売！というプレミア

企画「俳優・近藤芳正による演技ワーク
ショップが、いよいよ四国初上陸！

in さぬき映画祭

※事前応募制の為当日参加は
　できません。

押井守監督によるトークをお食事と共
に楽しめるイベントです。
内容は本番まで
お楽しみ！
※飲食代は自己負担
となります。
※深夜上映のため、
18歳未満の方は
保護者同伴であっ
てもご入場いただ
けません。

１月25日（木） 10:00～ 販売開始
チケットぴあ [Pコード]558093 500円

特別先行上映

無 料 ［   　　］抽選申込
1月25日（木）～
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作品紹介：子どもたちの映画作りワークショップを題材に、
映画に挑むひと夏を追ったドキュメンタリー映画。袋井市出
身の映画監督である池田千尋に、袋井市からある依頼が届
く。それは「袋井市民と共に、袋井市の映画を作ってくださ
い」というもの。かくして袋井市民映画の製作がスタートする
が、そこには数多くの問題やトラブルが待ち構えていた…。

監督 池田千尋　演出 山口淳太
出演 袋井市の子どもたちとボランティアスタッフ

ミカジリソラ（ラッパー）
山口淳太（演出）

ゲスト［予定］

©2018 ふくろい市民映画製作実行委員会

情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ／10:30～

山口淳太 監督
宮下かな子（女優）

ゲスト［予定］

馬渕紗希 監督
胡ゆぇんゆぇん 監督

山田詩音 監督
大寄友 監督

福島佑貴 監督
幸洋子 監督

ゲスト［予定］

11

作品紹介：麗子は映画の撮影現場へインターンとして参加している。
１カットに全てを懸け、不条理も正当化してしまう撮影現場に麗子は
馴染めないでいた。或る日麗子は、出産間近の妊婦を乗せた車を止
めてしまい、撮影は中止に追い込まれる。麗子はインターンを全う出
来るのか。

11

11

11

ドキュメンタリー2018年／70分

MAGIC TOWN

作品紹介：香川県観音寺市に呼び出された女優・宮下かな
子。さぬき映画祭がきっかけで友達になった高橋なつみととも
に、ある指令を、ふたりの師匠である映画監督の本広克行から
受ける。なにも知らされずに香川トヨタ観音寺店に連れてこら
れるが、そこには1台の車が用意されていた。

作品紹介：映像作家幸洋子が、友人の電子音楽作家
“食品まつり”と銭湯に浸かりながらタイ旅行の話をす
る。タイでの記憶をさかのぼり、湯船でのぼせていくに
連れて、記憶はだんだんと音楽になっていく。

監督 山口淳太
出演 宮下かな子、

高橋なつみ

ドキュメンタリー

2017年／10分試乗キャノンボール
イベント紹介：若手アニメーション
作家支援プログラムHAG2017横
浜賞の完成披露上映、及び若手の
アニメーション作品上映。

情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ／12:50～11

情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ／14:55～11

©yoko yuki

監督 幸洋子
出演 食品まつり、

幸洋子

監督 胡ゆぇんゆぇん
音楽 山本高久
音響 鈴木勝貴

電気100% アニメーション
2017年／15分

作品紹介：1960年代、中国。おばあさんは庭で涼んでい
る。夕日が空を橙色に染め、夕化粧の花が咲き始めた。お
ばあちゃんは夕化粧の花に誘われ、こどものころの思い
出からかつて自分が一番麗しい時間を夢に見るのです。

©HU Yuanyuan / Tokyo University of the Arts

夕化粧 アニメーション
2012年／10分

©2017 VIPO

監督 籔下雷太

1

さぬき

作品紹介：自主映画の撮影隊が廃墟でゾンビ
映画を撮影中、本物のゾンビが襲いかかる！大
喜びで撮影を続ける監督、次 ゾ々ンビ化する撮
影隊の面々。“37分ワンシーンワンカット”で描く
ノンストップ・ゾンビサバイバルムービー！！
…………を“撮ったヤツらの話”。

情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ／17:35～
ドラマ2017年／96分

500円カメラを止めるな！

©ENBUゼミナール

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 上田慎一郎 監督
ゲスト［予定］

籔下雷太 監督
伊藤沙莉（女優）

ゲスト［予定］

板垣雄亮 監督
ゲスト［予定］

ふくだみゆき 監督
ゲスト［予定］

500円
3つセットで

戦場へ、インターン 2017年／27分
ドラマ

作品紹介：張り込み中の警察車両でぼやく刑事たち。ユーモアあふ
れる会話劇。

監督 板垣雄亮

はりこみ
2017年／28分
ドラマ

作品紹介：中学2年生の小谷ゆいは、男子のワキ毛に対する興味を抑え
きれない自分にコンプレックスを抱いていた。特にクラスでもっともワキ
毛の濃いマサトから目が離せずにいたが、マサト自身は自分のワキ毛の
濃さをコンプレックスに感じていた。ふとしたきっかけで2人は言葉を交
わすようになり……。

©PANPOKOPINA

監督 ふくだみゆき

こんぷれっくす×コンプレックス 2015年／24分
アニメーション

作品紹介：犬童一心監督と樋口真嗣監督が手を組み、第29回城戸賞を受賞した
和田竜のオリジナル脚本を映画化した時代劇エンターテインメント。天下統一目
前の豊臣秀吉に唯一残された敵、北条勢。名を上げたい石田三成は、その一角で
ある武州・忍城の攻撃を開始する。が、“のぼう様”と呼ばれる城代の成田長親は
奇想天外な策で敵を迎え討つ！

©2011『のぼうの城』フィルムパートナーズ

イオンシネマ宇多津／10:30～
ドラマ2012年／144分

1,000円のぼうの城

12

監督 犬童一心、樋口真嗣
出演 野村萬斎、佐藤浩市、

榮倉奈 、々成宮寛貴、
山口智充、上地雄輔、
山田孝之、平岳大、
市村正親、西村雅彦

作品紹介：庵野秀明総監督、樋口真嗣監督の手によって蘇った『ゴジラ』映画。
2016年の実写邦画ランキング1位にも輝く。東京湾アクアトンネルで崩落事故が
発生。首相官邸での緊急会議で事故原因をめぐる議論が紛糾する中、内閣官房
副長官の矢口は巨大不明生物の可能性を示唆。その推測通り、巨大生物が出現
し、都内に上陸する事態に…！

©2016 TOHO CO.,LTD.

イオンシネマ宇多津／14:00～
ドラマ2016年／119分

1,000円シン・ゴジラ

12

総監督 庵野秀明
監督 樋口真嗣
出演 長谷川博己、

竹野内豊、
石原さとみ

犬童一心 監督
樋口真嗣 監督

ゲスト［予定］

樋口真嗣 監督
ゲスト［予定］

作品紹介：岡崎京子の同名漫画を、行
定勲監督が二階堂ふみ主演で実写映
画化。女子高生の若草ハルナは、いじめ
られている同級生・山田一郎を助ける。
が、それがきっかけで一郎から秘密を
打ち明けられる。それは河原に放置され
た人間の死体の存在だった。さらに死
体を共有しているという後輩のこずえも
現れ、3人は歪んだ絆で結ばれていく。

監督 行定勲
出演 二階堂ふみ、吉沢亮、

上杉柊平、SUMIRE、
土居志央梨、森川葵

出演 藤村源五郎（HTB藤村忠寿）、藤澤アニキ（笑撃武踊団）、
　　 御竹龍雪（笑撃武踊団）、黒羽さえり（笑撃武踊団）、Licaco（笑撃武踊団）

講談 嬉野雅道

©2018「リバーズ・エッジ」製作委員会／岡崎京子・宝島社

イオンシネマ綾川／18:00～
新作2018年／118分

所要時間：90分

2018年2月16日 全国ロードショー特別先行上映

1,800円リバーズ・エッジ R15+

12

作品紹介：今度は悪役が主役！
群雄割拠の戦国時代。織田信長でさえも「悪
事を平然とやってのける物騒な者ども」と恐
れていた3人の武将がいた。美濃の斎藤道
三、大和の松永久秀、備中の宇喜多直家。下
剋上の世にあって、謀略の限りを尽くして世
に這い上がろうとする3人の悪事は、清 し々い
ほどの生き様を我々に見せつける。歴史に埋
もれていった知られざる3人の梟雄たちを、
源五郎一座が現代に呼び起こす！

生涯学習センター まなびCAN／各日13:00～

演
劇藤村源五郎一座「戦国梟雄烈伝」

11 12

旅行代金：5,000円（食事代は含まれておりません。）
受付開始：2018年1月12日（金） 10:00～
ご予約・お問合せ：琴参バス 高松事務所
TEL  087-851-3155
HP  http://www.kotosan.co.jp/

　　　「うどんツアー」でさぬきうどんを
堪能した後は映画をお楽しみください。

うどんツアー
踊　　  る

5,000円前売り

5,500円当　日

犬童一心監督によるトークをお食事と
共に楽しめるイベントです。
内容は本番まで
お楽しみ！
※飲食代は自己負担
となります。
※深夜上映のため、
18歳未満の方は
保護者同伴であっ
てもご入場いただ
けません。

文化庁委託事業「ndjc：若手映画作家育成プロジェクト2016」完成作品

カズチャンネル  「試乗キャノンボール」
HAG2017完成披露＆「電気100%」 「夕化粧」

イベント紹介：福井弁訛りで大人気！
YouTuber Kazuさんによる「カズチャ
ンネルinさぬき映画祭」が決定！

カズチャンネル 「MAGIC TOWN」 & ラップステージ

１月25日（木） 10:00～ 販売開始
チケットぴあ [Pコード]558094 500円

１月25日（木） 10:00～ 販売開始
チケットぴあ [Pコード] 484-135

シークレットゲスト！?

無料 ［　　   ］
※詳細は後日さぬき映画祭

HPにて発表いたします

抽選申込
1月11日（木）～

無料 ［　　   ］
※詳細は後日さぬき映画祭

HPにて発表いたします

抽選申込
1月11日（木）～

※サポーター特典の映画鑑賞引換券は
ご利用の対象外とさせていただきます。
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作品紹介：『燦燦 さんさん』でもタッグ
を組んだベテラン女優・吉行和子＆外
山文治監督によるハートウォーミング
な短編作。桜の花の季節を迎えた頃、
ソメイヨシノは60年咲くことができな
いという噂を確かめるため老人ホーム
を抜け出してきた老女。ひょんなことか
ら彼女と出会った幹夫は、廃校となっ
たかつての学び舎へ案内することに。©外山文治2016

情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ
／11:00～
ドラマ2016年／20分、2016年／30分

500円春なれや／わさび

12

監督 外山文治
出演 吉行和子、村上虹郎

監督 三宅伸行
出演 津川雅彦、

ハミッド・メッハリ・シーラマード

×

北海道の深夜バラエティ番組『水曜どうでしょう』と福岡の深夜バラエティ
番組『ゴリパラ見聞録』のトークバトルも今年で3年目！
今回も香川で撮影した新作コンテンツを初上映します！！

©HTB

さぬきストーリー・プロジェクト上映会 &水曜どうでしょう×ゴリパラ見聞録

～ゴリパラがバラエティ界の巨星に挑む上映&トークイベント～

今年は埼玉のバラエティ番組
『いろはに千鳥』が参戦決定！
『ゴリパラ見聞録』と共に、旅番
組の作り方をレクチャー！

タイムスケジュール［予定］
13:00～ さぬきストーリー・プロジェクト上映

15:30～ 水曜どうでしょう × ゴリパラ見聞録

●電話でご購入の場合
　[受付電話] 0570-02-9999
　[受付時間] 24時間受付（自動音声システム）
　[Pコード] 558091
●WEBからご購入の場合
　[HP] http://t.pia.jp/
　[Pコード] 558091

チケット販売開始
１月25日（木） 10:00～ チケットぴあ

その他、全国のぴあ店舗、セブン-イレブン、サーク
ルＫ・サンクスでお買い求めいただけます。

作品紹介：サイレンが響き渡る中、アラブ系
の男が、日本人の老人の家に押し入り、逃
げ惑う老人を連れ去ろうとする。階段を駆
け下りる姿に、明らかになる偏見と勘違い
に満ちたこれまでの日々 が重なる。

作品紹介：深夜。コンビニでバイト中の鈴木
のもとに現れたのは、武装した強盗…。「お
まえ鈴木!? 俺だよ、佐藤だよ!」何と強盗は
かつての鈴木の同級生だったと言うではな
いか! だが、鈴木は佐藤を思い出せず…。
記憶の掛け違いを巡る鈴木と佐藤の戦い
が始まるのだが…！？ 

作品紹介：今夜新宿で、彼女は、元彼氏に
電話をかける。応答がない彼にしびれを切
らせた彼女は、家に押し掛ける。しかし家の
鍵は変えられてしまっていて、ならばどうに
か入るまでだ、と彼女は塀を乗り越えて窓
から侵入するも…。ほんと生きていくのって
しんどい。でも歩いて行かなくちゃ、そんな
無敵女子におくる人間賛歌。

／12:35～12

©クロマリズム

2

外山文治 監督
ゲスト［予定］

500円
3つセットで

作品紹介：会場探しから、資金集め、チラシ折込みを監督自ら行い、ときには
渋滞、大雪に見舞われながら次 と々やってくる大物ゲストの対応に走り回る！
本広克行監督×行政×地元の人々が作り上げる映画祭のドタバタ舞台裏密着
ドキュメンタリー！

ガンプラを身近に感じていただき、作る楽しさを多くの方に体験していただく為に
「ガンプラEXPO」が香川で初開催! 様々なガンプラやジオラマを会場内に展示、
限定品の販売など誰でも楽しめる企画が満載です。

映画監督や全国の映画祭代表者を
招き、映画祭の未来についてトーク
セッションを行います。
お互いの映画祭の抱える課題や創意
工夫を共有し、映画祭同士の交流を
目指します。
全国の映画祭関係者、映画・映画祭
が好きな方、映画を通じた地域活性
化に興味がある方などなど、ぜひご参
加ください。お待ちしております。

サンポート高松 ホール棟5F  54会議室 /10:30～
ドキュメンタリー2016年／45分

映画祭のつくり方2016

12

監督 尾野慎太郎

［左］矢野ペペ（パラシュート部隊）
［中］ゴリけん
［右］斉藤優（パラシュート部隊）

ゲスト［予定］

［左］矢野ペペ（パラシュート部隊）
［中］ゴリけん
［右］斉藤優（パラシュート部隊）

ゲスト［予定］

［左］藤村忠寿（ディレクター）
［右］嬉野雅道（ディレクター）

ゲスト［予定］

［左］大悟（千鳥）
［右］ノブ（千鳥）

ゲスト［予定］

12

12
2つセットで

春なれや

作品紹介：飛騨高山を舞台に、家業を
継ぐ決心をする女子高生の姿を描く、
芳根京子主演の短編映画。心の病を抱
えた父を守るため実家の寿司屋「やま
乃」を継ごうと決めた葵。しかし、母や周
囲の大人たちは彼女の決意に戸惑い、
反対する。そんな葵の前に、かつて所属
していた少年野球チーム「高山メッツ」
の監督をしていた庄吉が現われ…。©外山文治2016

監督 外山文治　出演 芳根京子、杉本凌士わさび

作品紹介：4年に一度、映画研究会に現れるという「怪談の少
女」。「少女」に選ばれ、彼女と作った映画は必ず大傑作になると
いう。一本の映画も撮れないまま大学3年生になってしまった僕
の前に現れた「南」と名乗る黒髪の少女。優秀な後輩、伝説の先
輩に囲まれ焦った僕は「南」を自分の映画に誘うが…。

©2017「聖なるもの」フィルムパートナーズ

©創通・サンライズ

情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ
／17:35～
ドラマ2017年／89分

500円聖なるもの

12

監督 岩切一空
出演 南美櫻、小川紗良、希代彩、

半田美樹、青山ひかる、松本まりか
岩切一空 監督

ゲスト［予定］

情報通信交流館
e-とぴあ・かがわ

サイレン

2017年／17分 ドラマ

三宅伸行 監督
ゲスト［予定］

監督 土屋哲彦
出演 篠田諒、

木ノ本嶺浩

©TEAM追憶ダンス2016

追憶ダンス
2016年／25分 ドラマ

土屋哲彦 監督
ゲスト［予定］ 監督 山田佳奈

出演 広山詞葉、
日下守喜

©2017 映画「今夜新宿で、彼女は、」

今夜新宿で、彼女は、
2017年／30分 ドラマ

山田佳奈 監督
ゲスト［予定］

監督 寺田悠真
出演 イ・サンイ、

康すおん

作品紹介：不幸が重なり未来を失い死ぬこ
とを決めた韓国人の青年、キム・ブソク。会
いたくても娘に合わせる顔がない日本人の
中年男、黒澤智文。社会から見れば堕ちた
人達。そんな腰抜け二人が出会い、それぞ
れの生き方を見つける再生の物語。

作品紹介：冬の終わり。青髪の主人公は、
母を車椅子に乗せて、北の最果て・網走を
観光している。髪を青く染めているのは、認
知症の母が彼を息子だと認識する為。母の
病状が悪化していくにつれて、主人公は母
を愛おしく抱きしめるのだった。

作品紹介：高校1年生の琴子は、毎日を退
屈に過ごしている。そんな琴子の後ろの席
は、いつも空いている。闘病中の瀬戸幸さん
の席。みんな、まだ誰も会ったことのない彼
女のことを、さっちゃんと呼んでいる。ある
日、咄嗟についた嘘から琴子の目の前に
さっちゃんが現れる。退屈だった琴子の日々
を変えていく謎の少女。あなたは、だれ？

／15:05～12

©2017 TERADAYUMA 日本映画大学

3 500円
3つセットで情報通信交流館

e-とぴあ・かがわ

腰抜け
2017年／23分 ドラマ

寺田悠真 監督
ゲスト［予定］ 監督 浅沼直也

出演 澤田和宏、
森恵美

©2017 ALTANCINEMAS

冬が燃えたら
2017年／22分 ドラマ

浅沼直也 監督
ゲスト［予定］ 監督 小川紗良

出演 小川未祐、
渡辺優奈

©早稲田大学映像制作実習2017

最期の星
2017年／30分 ドラマ

小川紗良 監督
ゲスト［予定］

かがわ国際会議場／10:30～

さぬき映画祭特集「旅番組のつくり方」
いろはに千鳥

さぬき映画祭参戦決定！！

無 料

サンポート高松 ホール棟5F 54会議室 /13:00～

ふるさと映画祭シンポジウム
12

無 料

全国の映画祭関係者がさぬきに集結！

かがわ国際会議場／13:00～

1,000円

時間（予定）：平日 10：00～19：00／土・日・祝 10：00～21：00
場所：イオンモール綾川 １Fグリーンコート 他

ガンプラEXPO in KAGAWA

2018.2.9   ~2.18金 日

©いろはに千鳥

お問い合わせ：ビザビ四国支社 TEL 087-851-6620［平日 10:00～18:00］

期間中の土・日・祝に、ガンプラ組立体験会を開催！

さぬき映画祭コラボ企画
無料 ［　　   ］
※詳細は後日さぬき映画祭

HPにて発表いたします

抽選申込
1月11日（木）～
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