
《WEB申請用URL》https://forms.gle/SWuvvZtEkNKFyijz9

①専用フォームよりプレス申請をお願いします
②当日、下記受付にてプレスパスとレスキット（公式カタログ、取材要綱）をお渡しします
③プレスパスを着用いただいている方は、11/3・11/6の開閉会式、11/4のNEW CHITOSE 
AIRPORT PITCH 2022のご取材が可能です
※その他のプログラムについては、登壇者の撮影許諾等の関係で、事前に申し込みが必要です。

フォームより申請をお願いします。登壇者意向により写真撮影不可となるプログラムもございます。

④取材終了後は、受付までプレス証をご返却ください
⑤映画祭会場以外の撮影は報道腕章をご着用ください

第9回 新千歳空港国際アニメーション映画祭
取材申込のご案内

WEB申請
フォームQR

来る、2022年11月3日(木・祝)から開催する「第9回 新千歳空港国際アニメーション
映画祭」の取材申し込みについてのご案内です。

短編・長編合わせて95の国・地域から2,100作品が応募され、そこから76の最先端のアニメーション作
品を上映、さらに本年は、爆音上映や声優などの著名ゲストをお招きした有観客トークプログラムも3年
ぶりに開催いたします。そのほか、今活躍するクリエイター・スタジオをご紹介するトークプログラムな
ど、北海道・日本の多くの人にアニメーションの世界に触れてもらう機会を提供します。

また、11月3日の開会式にあわせて、過日に発表したベスト・オブ・GIF表彰式や、千歳市と連携した
千歳市出身の鈴木愛奈さんの「千歳市観光PR大使就任式」も執り行います。ぜひご注目ください。
※「千歳市観光PR大使就任式」の詳細は別紙をご確認ください。

2022年10月28日

１．プレス申請について

「第9回 新千歳空港国際アニメーション映画祭」（以下「本映画祭」）および「千歳市観光PR大使就任
式」の取材ご希望者は、プレス登録いただき（添付申請書または下記WEB申請フォームをご参照くださ
い）、本映画祭事務局が発行する「プレスパス」を着用いただきます。

【報道関係者 各位】
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※感染症対策の観点から、プレス向け控室等のご用意はございません。予めご了承ください。

https://forms.gle/SWuvvZtEkNKFyijz9


２.プレス受付場所・時間について

プレス受付は、11月3日（木・祝）から11月6日（日）の期間中、下記2箇所で行います。
受付日、時間帯によって受付会場が異なりますので、ご注意ください。

①【千歳市観光PR大使就任式・開会式のご取材／映画祭全体のご取材】
国際線２F 新千歳空港ポルトムホール（担当：山岸/090-6995-8835）
受付時間：11月３日 9:15～12:00 ※12時以降は国内線4Fで受付ください

＜MAP＞

②【開会式以降の映画祭プログラムのご取材】
国内線４F 新千歳空港シアター前インフォメーションカウンター（担当：鎌上）
受付時間：11月3日～11月6日 9:15～19:00

＜MAP＞

シアター受付

ポルトムホール受付
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4．会場内での取材について

①次に示すものを除き、原則、映画館スクリーン内では一切の撮影はご遠慮いただいております。

・開会式、授賞式・閉会式、NEW CHITOSE AIRPORT PITCH、
11/6インターナショナルコンペティション：ファミリー

・シアター内の観客の様子、展示会場の様子

※上記のプログラム内であっても、作品本編上映中（トレーラーCMは可／フラッシュ使用不可）は
一切の撮影はご遠慮ください。

※一般のお客様の映り込みに際しては十分にご配慮をお願い申し上げます。
※上記以外のプログラム取材については事前申請をいただいたうえ、

登壇者・版元等の確認を取りご連絡差し上げます。次ページプログラム一覧をご確認ください。

③スクリーン、ホール内のカメラ取材は原則プレス座席エリアのみとし、
エリア外に出ての撮影はお控えください。
また観客の鑑賞の妨げにならないようご配慮をお願いします。

④作家及び作品画像が必要な際は取材時にご連絡ください。手配いたします。
指定のコピーライト・クレジットが必要な作品もございますので、ご注意ください。

⑤記事掲載にあたり、原則、掲載前の監修が必要となります。
事務局広報担当から監修先に確認をしお戻しします。

３．イベント会場について

11月3日〜6日の開催中は、以下４つの会場で各種プログラム・イベントを実施します。

A．国内線４F 新千歳空港シアター（シアター１・２・３）／上映会場
B．国内線４F ４Fオアシスパーク特設会場／トーク会場 ※オープンスペース
C．国際線２F 新千歳空港ポルトムホール／上映・トーク会場
D．国内線２F センタープラザイベントスペース／展示会場 ※オープンスペース

※A〜Cの会場ではプレス用座席（若干数）をご用意しております。席札のある座席にお座りください。

3

オアシスパーク特設会場

新千歳空港シアター

新千歳空港ポルトムホール

国内線4F 国際線2F



6．授賞式及び記者会見について

◎11月6日（月）17：30より授賞式・閉会式を行います。
授賞者プロフィールについては、授賞式後にご希望の方に
お渡ししますので広報担当者へお申し付けください。

◎ご希望があった場合に、閉会後ポルトムホール
セミナールームBで審査員および来場している授賞者の
囲み取材を実施いたします。ご希望の方はお申し込みくだ
さい。
※当日状況によって、記者会見場所は変更となる可能性が
ございます。

《お問い合わせ》
新千歳空港国際アニメーション映画祭事務局
〒060-0001 札幌市中央区北1条西2丁目1 札幌時計台ビル9階 （株）えんれいしゃ内
TEL:011-206-1280（平日10:00-18:00） Mail：press@airport-anifes.jp

▶︎会期中のお問い合わせ先
TEL：090-6995-8835（広報担当：山岸奈津子） Mail：press@airport-anifes.jp
またはインフォメーションセンタープレス受付（担当：鎌上）

※「千歳市観光PR大使就任式」に関わるお問合せは別紙をご確認ください。

◎11月4日（金）13：40より「 NEW CHITOSE 
AIRPORT PITCH 2022 」を行います。8つの参加プ
ロジェクト各5分間のプレゼンテーションの後、コメン
テーターからの講評と「 NEW CHITOSE AIRPORT 
PITCH AWARD」授賞者の発表を予定しています。
※アワードは該当なしとなる場合あり。

▷ご希望があった場合に、PITCHプログラム終了後、
「 NEW CHITOSE AIRPORT PITCH AWARD」 受賞
者への囲み取材を予定しています。ご希望の方は申し
込みください。
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5．「NEW CHITOSE AIRPORT PITCH 2022」ご取材について

また、上記ピッチにあわせて、昨年のアワード受賞プ
ロジェクトである川尻将由監督『CHERRY AND 
VIRGIN』のワーク・イン・プログレス（制作進捗発
表）プログラムを同日13:00〜開催します。
併せてご取材のご検討をお願い申し上げます。



第９回 新千歳空港国際アニメーション映画祭会場ごとスケジュール

※黄色セルは是非ご取材いただきたいプログラムとなります。ご検討いただけますと幸いです。
※備考欄「要申請」は、事前に取材・撮影に許可申請が必要なプログラムとなります。確認のため11月1日（火）まで

にプレス登録フォームに申請または広報担当にご連絡ください。
※備考欄「撮影不可」、「一部撮影不可」はプログラム全編または一部についてカメラ撮影いただけません。

第9回 新千歳空港国際アニメーション映画祭 プレス取材要綱 5

日付 会場 時間 プログラム名 備考 取材・撮影制限

11月3日

シアター1

10:00
オープニング上映：長編アニメーション『ミューン 月の守護者
の伝説』（日本語吹替版）

12:30 インターナショナルコンペティション1

15:30 ミュージックアニメーションコンペティション ゲスト登壇有り 撮影不可

18:30 爆音上映『劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト』

シアター2

12:00 コンペティション長編部門『とつくにの少女』

14:00 コンペティション長編部門『群島』

17:30 日本コンペティション

シアター3

12:15 特集上映「北海道現代アニメーション 2022」 ゲスト登壇有り

15:45 学生コンペティション1

オアシスパーク

14:00
マスタークラス：小瀬村真美（現代美術アーティスト）「絵
画・写真・映像の狭間、あるいは結晶化した時間」

ゲスト登壇有り

17:20
プロフェッショナルトーク：山田 遼志（アニメーション作家）
「「作家性」という限界を食い破るために」

ゲスト登壇有り

ポルトムホール

10:00 開会式
ベストオブGIF授賞式有り
※千歳市観光PR大使就任式 併催

12:00
新千歳空港をスタァライトしちゃいます！Vol.2
『劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト』スペシャルトー
クショー

ゲスト登壇有り 要申請

11月4日

シアター1

10:00 インターナショナルコンペティション4

13:30 インターナショナルコンペティション3

16:15 インターナショナルコンペティション2

19:00
TVアニメ放送25周年記念 爆音上映『少女革命ウテナ アドゥ
レセンス黙示録』

シアター2

10:15 コンペティション長編部門『銀色の鳥と虹色の魚』

13:15 インターナショナルコンペティション：ファミリー

15:30 コンペティション長編部門『バーバー・ウェストチェスター』

18:15
コンペティション長編部門『マイ・ラブ・アフェア・ウィズ・
マリッジ』

シアター3

11:45 特集上映「TOCHKA Works [1999–2022] 」

15:15 特集上映「Yoshi Sodeoka Works [2011–2021]」

18:00 学生コンペティション2

オアシスパーク

13:15
マスタークラス：クリエイティブユニット TOCHKA 「エクス
ペリメンタル プレイグラウンド」

ゲスト登壇有り

16:30
マスタークラス：Yoshi Sodeoka（ビデオアーティスト）「境
界なきデジタル時代の先駆者」

ゲスト登壇有り

18:00 日本アニメーション学会 秋の研究集会＠新千歳 2022

・企画運営：日本アニメーション学会東日本支
部＋研究・教育委員会
・問い合わせ：kawahara@do-johodai.ac.jp
（河原）

要問い合わせ

ポルトムホール

13:00
ワーク・イン・プログレス：川尻 将由監督長編作品『CHERRY 
AND VIRGIN』

ゲスト登壇有り

13:40 NEW CHITOSE AIRPORT PITCH 2022 ゲスト登壇有り



第９回 新千歳空港国際アニメーション映画祭全体スケジュール
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日付 会場 時間 プログラム名 備考 取材・撮影制限

11月5日

シアター1

10:45 コンペティション長編部門『とつくにの少女』

13:45
プロフェッショナルトーク：はなぶし（アニメーター、イラスト
レーター）「はなぶしの創作術——「ピギーワン KUNG-FU-
PIGGY ONE」のユニバース」

ゲスト登壇有り 撮影不可

15:45 日本コンペティション

19:30 Animation × Music VJ LIVE! in NEW CHITOSE 2022 ゲスト登壇有り

シアター2

10:00 インターナショナルコンペティション1

12:15 コンペティション長編部門『群島』

15:00 コンペティション長編部門『銀色の鳥と虹色の魚』

17:45 インターナショナルコンペティション2

シアター3

10:15 学生コンペティション2

13:15 インターナショナルコンペティション4

15:30 ミュージックアニメーションコンペティション

18:00 インターナショナルコンペティション3

オアシスパーク

10:00
コンペティション部門 アニメーション作家インタビュー
supported by 開志専門職大学アニメ・マンガ学部

ゲスト登壇有り 一部撮影不可

15:30 WIT STUDIO 10th Anniversary in NEW CHITOSE 2022 ゲスト登壇有り 要申請

18:00 メイキング オブ：コンペティション長編部門『とつくにの少女』 ゲスト登壇有り 要申請

ポルトムホール 12:00
「ジョジョの奇妙な冒険」アニメーションシリーズ10周年記念！
『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン』スペシャルプログ
ラム

要申請

11月6日

シアター1

12:00 インターナショナルコンペティション：ファミリー キッズ賞授賞式有り

14:30
劇場公開20周年記念 爆音上映『千年女優』4Kデジタルリマス
ター版

17:30 コンペティション短編部門アワード上映

シアター2

10:15 学生コンペティション1

12:15
コンペティション長編部門『マイ・ラブ・アフェア・ウィズ・マ
リッジ』

15:00 コンペティション長編部門『バーバー・ウェストチェスター』

シアター3

10:00 劇場アニメ映画『漁港の肉子ちゃん』

12:30
現代アニメーションフォーカス：コンペティション短編部門選考
委員 岩崎宏俊 × ニヘイサリナ セレクション上映

オアシスパーク

10:00
トーク：山下 泰司（株式会社WOWOWプラス）「コンペティ
ション長編部門作品を語る」

ゲスト登壇有り

12:00
マスタークラス：渡辺 歩（アニメーション監督）「『漁港の肉子
ちゃん』にいたるまで」

ゲスト登壇有り

14:15
スペシャルトーク：「TEAM NEWCHITOSE」特別公開座談会 岩
崎 宏俊 × ニヘイサリナ × 田中 大裕

ゲスト登壇有り

ポルトムホール

12:30
TVアニメ第四期放送記念ッ!!『ゴールデンカムイ』 セレクション
上映会＆トークショー

ゲスト登壇有り 要申請

17:30 授賞式・閉会式 授賞式有り
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千歳市出身の声優・歌手である鈴木愛奈さんが千歳市観光ＰＲ大使に就任することとなったため、
次のとおり「第9回新千歳空港国際アニメーション映画祭」にて就任式を行います。

日 時：令和4年11月3日 10時〜
場 所：新千歳空港国際線2階 新千歳空港ポルトムホール（現地観覧無料、配信あり）
内 容：市長挨拶、観光ＰＲ大使挨拶及び委嘱状の交付、千歳市観光ＰＲ動画の公開

（観光ＰＲ大使の初仕事として、鈴木愛奈さんが声の収録をした動画）

取材申込方法：新千歳空港国際アニメーション映画祭の取材申込フォームより
「千歳市観光PR大使就任式」に取材希望をいただくか、以下の
問い合わせ窓口へ直接ご連絡ください。

配信URLを含む就任式の詳細は「ちとせの観光」

（https://www.welcome-to-chitose.jp/archives/12089.html」）をあわせてご確認ください。

「千歳市観光PR大使就任式」ご取材について

別紙資料：

【お問合せ】
「千歳市観光PR大使就任式」に関わるお問合せやご要望については、次の窓口に直接
ご連絡ください。

窓口 千歳市観光スポーツ部観光課
TEL ：0123-24-0377
メール:kanko@city.chitose.lg.jp

https://www.welcome-to-chitose.jp/archives/12089.html

