
 

 
 

10月17日（木）〜 10月21日（月）    

『2013東京／沖縄・中国映画週間』 
  

 日中平和友好条約締結35周年記念イベント 

   第26回東京国際映画祭 提携企画 

企画・運営 
NPO法人日中友好映画祭実行委員会 

（株式会社ムーラン・プロモーション） 

2013年７月２日 



 今年は、日中平和友好条約が１９７８年８月１２日、北京で締結されてから３５周年になり
ます。昨年は日中国交正常化４０周年の記念すべき年でしたが、困難な問題が生じたため、両
国の間には試練が続いています。しかし、「明けない夜はない」という言葉もあるように、私
たちは今年も日中間の文化交流活動に、微力ではありますが、精一杯の努力を傾けていきます。
両国の間に、やがて身も軽く心楽しき日々が訪れることを強く信じているからです。 
 今年も、中国国家ラジオ映画テレビ総局、映画管理局との共催で、「日中友好映画祭」を開
催します。６月には「２０１３上海・日本映画週間」として、１０月には「２０１３東京/沖
縄・中国映画週間」として、それぞれ計画しています。 
 映画は観ている人の心に直接訴えかけてくる「総合芸術」と言われています。「日中友好映
画祭」は、両国の人々の心情が分かり合える機会を提供する貴重な場でもあり、映画を通して
相互の理解が促進されることを念願しています。お互いの映画を鑑賞することで、人生を豊か
にするチャンスが生まれるかもしれません。そんな「化学反応」が期待できるのも映画の効用
でしょう。 
 こうした私たちの思いをご理解いただき、引き続きご支援とご協力をよろしくお願い申し上
げます。 
 

『2013東京／沖縄・中国映画週間』企画意図 
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ＮＰＯ法人日中友好映画祭実行委員会 



 「日中友好映画祭」は日中友好映画祭実行委員会による企画、運営実施で、2006年から中国国家広電総
局と日本の外務省、経済産業省および日本映画製作者連盟など、日中の映画会社、民間友好団体のご協力
のもと、「一に文化交流、ニに産業発展」を方針に「日中の架け橋」となるべく活動してまいりました。
毎年「東京国際映画祭」期間中に「中国映画週間」を、また「上海国際映画祭」では「日本映画週間」を
開催しています。 
 
 2011年日中両国政府共同主催の「日中映像交流事業」の中で、日中友好映画祭実行委員会が共催となり
「日中アニメ・フェスティバル／映画，テレビ週間」というイベントを開催しました。北京で開催された
「日本アニメ・フェスティバル/映画，テレビ週間」には温家宝総理が、東京で開催された「中国映画、テ
レビ週間／中国アニメ・フェスティバル」には野田佳彦内閣総理大臣がそれぞれご出席されました。 
 
 2012年は「日中国交正常化40周年」を記念して、「北京／上海・日本映画週間」と「東京／長崎・中
国映画週間」を開催しました。 
 
 2013年は「日中平和友好条約締結35周年」であり、日中関係の厳しい年でもありますが、我々はこの
ような時期こそ、映画の力を発揮して、両国民の相互理解をより深め、映画文化交流に貢献できるように
したいと思います。日中友好映画祭実行委員会は、これからも映画、テレビ、アニメを中心に日中文化産
業の合作と発展を促進し、両国の文化と経済の「相互利益」のために尽力してまいります。 

日中友好映画祭について 
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◆ 主催（予定） 中国国家新聞出版広電総局電影管理局／NPO法人日中友好映画祭実行委員会 

◆ 共催 株式会社ライズエージェンシー 

 
◆ 助成（希望） 
 

 
芸術文化振興基金 
 

◆ 後援（予定） 
 

中華人民共和国駐日本国大使館／外務省／経済産業省／総務省／文化庁／観光庁／中
国国家観光局（東京）／沖縄県 

◆ 特別協力（予定） 
 
 

公益社団法人日本中国友好協会／日本中国文化交流協会／日中協会／日中経済協会／
公益財団法人日中友好会館／社団法人日中協会／独立行政法人日本貿易振興機構(ジェ
トロ)／独立行政法人国際観光振興機構(JNTO)／公益財団法人ユニジャパン／一般社
団法人映画産業団体連合会／一般社団法人日本映画製作者連盟 

◆ 期間  
【東京会場】2012年10月17日（木） 〜 10月23日（水） 
【沖縄会場】2012年10月19日（土） 〜 10月21日（月）   

◆ 上映作品数（予定） 中国映画の最新人気＆話題作品 10本 

◆ 運営企画 株式会社ムーランプロモーション 

日中平和友好条約締結35周年記念イベント 

第26回東京国際映画祭 提携企画 

 
『2013 東京／沖縄・中国映画週間』 

『2013 東京／沖縄・中国映画週間』 開催概要 
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≪東京会場≫（予定） 

10月17日(木) 

日程要調整 
東京･舞台挨拶 
会場：東京写真美術館 

14:00〜18:00 
（要確認） 

東京国際映画祭  
会場：六本木ヒルズ  

10月18日（金） 

14:00〜17:30 
東京 オープニングセレモニー＆上映 
会場：新宿ピカデリー （希望） 

18:30〜20:30 
東京レセプションパーティー 
会場：ザ・プリンス パークタワー東京 

 
10月17日（木） 
〜23日（水） 

 

 
日程要調整 
 

東京･映画上映 
会場：東京写真美術館 

≪沖縄会場≫（予定） 

10月20日（日）   

14:00〜17:30 
沖縄･オープニングセレモニー 
会場：スターシアターズ（一番大きいスクリーン希望） 

18:30〜20:30 
沖縄レセプションパーティー  
会場：ホテルモントレ沖縄宴会場（２００人） 

 
 10月19日（土） 
〜21日（月） 

 

日程要調整 
沖縄・映画上映 
会場：スターシアターズ (予定) 

『2013 東京／沖縄・中国映画週間』 開催日程（仮） 



『不二神探』 
（ Badges of Fury ） 

2013年 

      

『刺夜』 
（The Deadly Bullet ） 

2013年 

『2013 東京・中国映画週間』 上映作品（予定）  

『致我們終将逝去的青春』 
（So Young） 

2013年 

『101回目のプロポーズ 』 
（ 101st Marriage Proposal ） 

2013年 

 『小时代』 
 （小時代）  

2013年 

『人再囧途之泰囧』  
(Lost In Thailand)  

2012年 

『中国合伙人』 
(American Dreams in China)  

2013年 

『醉后一夜』 
(Lacuna)  
2012年 

 『盲探』 
(Blind Detective)  

2013年 

『北京遇上西雅图』 
(Finding Mr. Right) 

 2013年 
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http://movie.mtime.com/192726/posters_and_images/


【東京会場】イベント① オープニングセレモニー&映画上映 

日程：2013年10月18日（金） 
会場：新宿ピカデリー （希望） 
時間：午後14:00〜18：00（予定） 
上映作品：未定 
舞台挨拶：日中政府関係者・映画関係者・ 
     映画監督・俳優 
 
 

実施企画案 

中国ゲスト出演、 舞台挨拶、フォトセッション 

2011「東京･中国映画週間」オープニングセレモニーの様子 

新宿ピカデリー  
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実施企画案 

日程： 2013年10月18日（金）18:30〜20:30 
会場： ザ・プリンス パークタワー東京 (予定） 
来場者： 日中政府関係者・映画関係者・映画監督・俳優 
その他： 中国文化紹介パフォーマンス 

  
 

2011年度「東京・中国映画週間」の様子 

実施企画案 

ザ・プリンス パークタワー東京 

【東京会場】イベント② レセプションパーティー 

パーティーは立食スタイル 

 日本代表団の紹介 エンターテーメント 
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日程：2013年10月17日（木）〜23日（水） 
場所：東京都写真美術館 (予定） 
登壇者：映画監督・俳優 
 

中国ゲスト出演、 舞台挨拶、フォトセッション 

「2011東京･中国映画週間」舞台挨拶の様子 

  

実施企画案 

【東京会場】イベント③ 東京・映画上映 
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『2013 沖縄・中国映画週間』 上映作品（予定）  

『致我們終将逝去的青春』 
（So Young） 

2012年 

 『小時代』 
 （小時代）  

2013年 

『人再囧途之泰囧』  
(Lost In Thailand)  

2012年 
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『中国合伙人』  
2013年 

１０月１９日～２１日の期間中に中国映画７作品を上映します 

『醉后一夜』 
(Lacuna)  
2012年 

『刺夜』 
（The Deadly Bullet ） 

2013年 

『101回目のプロポーズ 』 
（ 101st Marriage Proposal ） 

2013年 

http://movie.mtime.com/192726/posters_and_images/


日程：2013年10月20日（日）14:00〜17:30 
場所：スターシアターズ（一番大きいスクリーン希望） 
登壇者：日中政府関係者・映画関係者・映画監督・俳優 

中国ゲスト出演 舞台挨拶、フォトセッション 

「2011札幌･中国映画週間」オープニングセレモニーの様子 

スターシアターズ 

実施企画案 

【沖縄会場】イベント① オープニングセレモニー＆映画上映 

日中マスコミ 入場前 
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日程：2013年10月20日（日）18:30〜20:30 
場所：ホテルモントレ沖縄宴会場(予定） 
来場者：日中政府関係者・映画関係者・ 
    映画監督・俳優（200〜300名） 
その他：中国文化紹介パフォーマンス 

実施企画案 

【沖縄会場】イベント② レセプションパーティー 

「2011札幌･中国映画週間」レセプションパーティーの様子 

パーティーは立食スタイル 

 日本代表団の紹介 エンターテーメント 
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日程：2013年10月19日（土）〜21日（月） 
会場：スターシアターズ(予定） 
登壇者：映画監督・俳優 

中国ゲスト出演、 舞台挨拶、フォトセッション 

「2011札幌･中国映画週間」舞台挨拶の様子 

実施企画案 

【沖縄会場】イベント③ 沖縄・映画上映 
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スターシアターズ 

 


