
  

 

  

 

  

 

 

西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：若林 久）では、11月 18日（土）・19日（日）に秩父宮記念

市民会館（大ホールフォレスタ・けやきフォーラムほか）にて、埼玉県秩父市・一般社団法人秩父地域おもてな

し観光公社と共催で「ちちぶ映画祭 2017 ～ANIME FESTIVAL～」を開催します。 

今般、そのプログラム内容が決定しましたのでお知らせします。 

また、開催期間中、一般社団法人秩父地域おもてなし観光公社主催のグルメイベント『美食のまち秩父 

produced by CLUB RED』も同時開催します。 

ぜひ秩父の魅力を「ちちぶ映画祭 2017 ～ANIME FESTIVAL～」を通じてお楽しみください。 

詳細は、別紙のとおりです。 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 17-073 号 
 2017 年 11 月 1 日 

１１月１８日(土)･１９日(日)開催 

 『ちちぶ映画祭 2017～ANIME FESTIVAL～』 
全プログラム内容 決定！ 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

グルメイベント「美食のまち秩父 produced by CLUB RED」 イベントタイトルロゴ 



【別紙】 

 

 

「ちちぶ映画祭 2017 ～ANIME FESTIVAL～」について 

 

1．日  程  2017年 11月 18日（土）・19日（日） 

2．会  場  秩父宮記念市民会館（埼玉県秩父市熊木町 8-15） 

【メイン会場】大ホールフォレスタ：大スクリーンでの映画／映像作品の上映 

【サブ会場】けやきフォーラム：シンポジウム、ＶＲ体験、展示コーナーほか 

3．概  要  秩父と西武線沿線に縁のあるアニメ作品を中心に上映 

4．主  催  西武鉄道株式会社、埼玉県秩父市、一般社団法人秩父地域おもてなし観光公社   

5．後  援  埼玉県、FM NACK5、テレビ埼玉、埼玉新聞社 

6．協  力  株式会社 KADOKAWA 

7．運  営  株式会社角川メディアハウス 

8．入  場  無料 

 ※鑑賞いただくには、「座席指定券」が必要となります。当日会場にてお受け取りください。 

 ※「座席指定券」は、当日のみ有効です。 

※「座席指定券」の枚数には限りがございます。予めご了承ください。 

  ※鑑賞方法については、「ちちぶ映画祭」公式サイト（http://www.chichibufilmfestival.com）をご確認 

ください。 

 ※開催期間中、西武鉄道をご利用の方には、西武秩父駅構内にて「整理券」をお配りします。 

 ＜「整理券」についての注意事項＞ 

・「整理券」は、当日のみ有効です。 

・「整理券」の枚数には限りがございます。予めご了承ください。 

   ・鑑賞いただくには「整理券」のみではご入場はできません。会場に「整理券」をご持参いただき、 

「座席指定券」に引き換える必要がございます。 

 

9．プログラム内容 

※上映スケジュール、関連イベント詳細は、「ちちぶ映画祭」公式サイトにて順次更新させていただきます。 

※各種プログラム内容については、予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。 

 ※ご来場は、公共交通機関をご利用ください。 

 

【メイン会場】秩父宮記念市民会館 大ホールフォレスタ：大スクリーンでの映画・映像作品の上映 

（上映作品）  ※各作品の詳細は、別頁≪上映作品一覧≫をご覧ください。 

＜11月 18日（土）＞ 

  上映開始        上映作品  

11:30  『ひるね姫～知らないワタシの物語～』 

  15:40  『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX The Laughing Man』 

18:40  『劇場版 STEINS;GATE 負荷領域のデジャヴ』 

 

＜11月 19日（日）＞ 

10:00  『精霊の守り人」（第 1話／第 2話／第 25話／第 26話）』 

12:30  『時をかける少女』 

15:05  『この世界の片隅に』 

18:25    『劇場版総集編 オーバーロード 不死者の王』 

 

 

 

http://www.chichibufilmfestival.com/


（関連プログラム） 

□「神山健治トークショー」 

＜日 程＞2017年 11 月 18日（土） 14:50～ 

※本イベント参加には、「座席指定券」が必要です。 

※『神山健冶トークショー（14:50開始）』をご覧になりたい方は、11月 18日（土）上映会場 

にて、“15:40 上映開始”の座席指定券を入手ください。また、ホールへのご入場は、 

14：30開始のオープニングセレモニーからお願いします。 

※詳細は、「ちちぶ映画祭」公式サイト（http://www.chichibufilmfestival.com）をご確認 

ください。 

 

＜会 場＞秩父宮記念市民会館 大ホールフォレスタ 

 

 

≪神山健治監督プロフィール≫ 

背景美術スタッフとしてキャリアをスタート。『攻殻機動隊 S.A.C.』で監督とシリーズ構成を兼任した。 

続いて『精霊の守り人』でも再び監督とシリーズ構成を兼任。オリジナル TVシリーズ『東のエデン』では 

原作も務め、『009 RE:CYBORG』においては初のフル 3D劇場作品を監督した。 

 

□オープニングセレモニー（予定） 

＜日 程＞2017年 11 月 18日（土） 14:30～  

＜会 場＞秩父宮記念市民会館 大ホールフォレスタ 

＜登壇者＞西武鉄道株式会社 取締役会長 後藤高志 

        秩父市長 久喜邦康 

アニメツーリズム協会理事長 角川歴彦 

        神山健治監督 

 

□クロージングセレモニー（予定） 

＜日 程＞2017年 11 月 19日（日） 18:00～  

＜会 場＞秩父宮記念市民会館 大ホールフォレスタ 

＜登壇者＞西武鉄道株式会社 取締役社長 若林久 

      秩父市長 久喜邦康 

    

 

 

 

http://www.chichibufilmfestival.com/


≪上映作品一覧≫ 

『ひるね姫～知らないワタシの物語～』 

 

©2017 ひるね姫製作委員会 

東京オリンピックが迫る 2020 年の夏。物語の主人公はいたって平凡な女子高生。特技といえばどこでも眠れる

ことくらい。 

そんな彼女が、最近不思議と同じ夢を見るようになる。時を同じくして、現実が歪み始め、その秘密が自分の夢

にあることに気付く。事件を解決するためココネは東京まで旅をすることになるのだが、それは彼女にとって思

いがけず、知らない“ワタシ”を見つける旅でもあった。今より少し先の未来を舞台に、夢と現実をスリリング

に行き来するロードムービーが誕生した。 

原作・脚本・監督：神山健治 声の出演：高畑充希、満島真之介、江口洋介 【 2017年/日本/上映時間 111分 】 

 

『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX The Laughing Man』 

 

© 士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊製作委員会 

大ヒットアニメ「攻殻機動隊 S TAND ALONE COMPLEX」の＜笑い男事件＞を濃密凝縮した総集編近未来ポリス 

アクションの決定版! 

2024 年におきた”セラノ・ゲノミクス社”社長アーネスト・瀬良野氏の誘拐に端を発するマイクロマシンメー

カー社長誘拐身代金要求企業テロ事件、通称“笑い男事件”。未解決のまま 6 年が過ぎていたある日、公安９課

トグサの元に”笑い男事件”を追っている刑事山口から「すぐに会いたい」との連絡が入る。が、その連絡後す

ぐに山口は事故死してしまう。数日後、インターセプター不正疑惑に関する警察の会見中継中に“笑い男”から

の犯行予告が入る。ふたたび姿なきハッカー“笑い男”が動き出す。 

原作：士郎正宗 監督：神山健治 声の出演：田中敦子、大塚明夫、阪脩、山寺宏一 ほか  

【 2005 年/日本/上映時間 159分 】 

 

 

 

 

 

 

 

 



『劇場版 STEINS;GATE 負荷領域のデジャヴ』 

 

© 2013 5pb .／Nitroplus STEINS;GATE MOVIE PROJECT 

忘れないで…、私があなたを観測する。 

Xbox360 用ゲームソフトを原作とし、2011年 4月に放送が開始された TVアニメ「シュタインズ・ゲート」。 

タイムパラドックスにより引き起こされる悲劇と、それに立ち向かう主人公・岡部倫太郎と仲間たちの絆を描く

物語は、リアルと“想定科学”の入り混じる独特な世界観、そして巧みなストーリー構成によって、瞬く間に 

大きな反響を呼んだ。本作は、「シュタインズ・ゲート」本編トゥルーエンドの”その後”に起こる事件を、劇

場アニメーションとして描かれた完全新作である。 

原作：志倉千代丸／MAGES.／Nitroplus 脚本：花田十輝 監督：若林漢二 声の出演：宮野真守、花澤香菜、

関智一、今井麻美、後藤沙緒里、小林ゆう、桃井はるこ、田村ゆかり ほか 

【 2013 年/日本/上映時間 89分 】 

 

『精霊の守り人」（第 1話／第 2話／第 25話／第 26 話）』 

 

© 上橋菜穂子/偕成社/「精霊の守り人」製作委員会 

神山健治×プロダクション I.G が放つ新・異世界物語 

この世と平行して存在する目に見えない世界＜ナユグ＞の「水の精霊」の卵を産みつけられてしまったため、父

帝から命をねらわれることになった新ヨゴ皇国第二皇子チャグム。彼は刺客の罠にかかったところをバルサとい

う短槍使いの女用心棒に救われる。養父の罪を贖うため人助けの旅を続けていたバルサは、チャグムの護衛を引

き受ける。仲間たちとの交流の中で、一人の少年としてたくましく成長していくチャグム。バルサは刺客を防ぎ

ながら、「水の精霊」の卵を孵しチャグムの身を守りきれるのか。 

原作・脚本・監督：神山健治 声の出演：安藤麻吹、安達直人、辻谷耕史、真山亜子 ほか  

【 2007 年/日本/上映時間 100分 】 

 



 

『時をかける少女』 

 

©「時をかける少女」製作委員会 2006 

待ってられない未来がある。 

高校 2年生の紺野真琴は、理科実験室に落ちていたクルミをうっかり割ってしまったことがきっかけとなり、時

間を飛び越えて過去に戻る力「タイムリープ」を手に入れる・・・。1965年の原作発表以来、幾度となく実写 

映像化されてきた「時をかける少女」の、初めてのアニメーション映画！ 筒井康隆氏による SF小説の原作を 

細田守監督が再構築しアニメーション映画化。 

これまでにないバイタリティあふれる少女が、真夏の青空の下を、未来に向かって駆け抜けていく爽快な青春 

映画の決定版。 

原作：筒井康隆(角川文庫刊) 監督：細田守 声の出演：仲里依紗、石田卓也、板倉光隆、垣内彩未、谷村美月、

関戸優希、松田洋治、原沙知絵 

【 2006年/日本/上映時間 104分 】 

 

『この世界の片隅に』 

 

© こうの史代・双葉社／『この世界の片隅に』製作委員会 

どこにでもある毎日のくらし。昭和 20年、広島・呉。わたしはここで生きている。 

1944（昭和 19）年 2 月。18 歳のすずは、突然の縁談で軍港の街・呉へお嫁に行くことになる。配給物資がだん

だん減っていく中でも、すずは工夫を凝らして食卓を賑わせ、衣服を作り直し、時には好きな絵を描き、 

夫・周作をはじめ新しい家族と共に、毎日の暮らしを積み重ねていく。そして、昭和 20年の夏がやってくる― 

監督・脚本：片渕須直 声の出演：のん、北條(浦野)すず、細谷佳正、北條周作、尾身美詞、黒村径子、稲葉菜

月、黒村晴美、牛山茂、北條円太郎 

【 2016 年/日本/上映時間 129分 】 

 

 

 

 

 

 



 

『劇場版総集編 オーバーロード 不死者の王』 

 

© 丸山くがね・KADOKAWA刊／オーバーロード製作委員会 

絶対支配者、劇場に光臨。 

原作シリーズの累計発行部数が 410万部を突破した大人気 web小説「オーバーロード」。2015年にＴＶアニメが

放送されるや否や、最凶のダークファンタジーの名にふさわしい圧倒的なスケール感、クオリティの高い映像に

多くのファンが魅了された。 

主人公が骸骨の姿をした大魔法使いという異色の設定、映像化不可能とも言われた重厚な世界観と物語を見事な

アニメーションとして描き出した本作は、TV アニメに新規映像を加えた前・後編の劇場版総集編。世界を掌中

におさめる死の支配者、ここに光臨！ 

原作：丸山くだね 監督：伊藤尚往 声の出演：日野聡、原由実、上坂すみれ、加藤英美里、内山夕実 ほか  

【 2017 年/日本/上映時間 108分 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10．その他同時開催プログラム概要 

□アニメツーリズム協会シンポジウム開催について 

＜主 催＞一般社団法人アニメツーリズム協会 

＜日 程＞2017年 11 月 19日（日） 11時～ 

＜会 場＞秩父宮記念市民会館 けやきフォーラム 

＜内 容＞富野由悠季監督による基調講演ほか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪富野由悠季監督プロフィール≫ 

１９４１年生まれ。小田原市出身。日本大学芸術学部映画学科卒業後、虫プロダクションに入社、ＴＶアニメ『鉄

腕アトム』の演出を経てフリーに。日本の様々なアニメーション作品の絵コンテ、演出を手がける。主な監督作

品に『海のトリトン』『無敵鋼人ダイターン 3』『機動戦士ガンダム』『伝説巨神イデオン』『ガンダム Gのレコン

ギスタ』などがある。また、自身の作品の楽曲の作詞、小説の執筆なども手掛ける。一般社団法人アニメツーリ

ズム協会会長を務める。 

主な受賞歴 

2009年ロカルノ映画祭：名誉豹賞 

2017年イタリアロミックス：Golden Romics Award 

 

 

□『美食のまち秩父 produced by CLUB RED』 特設野外フードコート 

  ＜主 催＞一般社団法人秩父地域おもてなし観光公社 

  ＜日 程＞2017年 11 月 18日（土）・19日（日） 10:00～18:00（雨天決行・荒天中止） 

※売り切れ時点で終了する場合がございます。予めご了承ください。 

＜会 場＞秩父宮記念市民会館前 特設飲食コート 

＜内 容＞①フードコート（＝『CLUB RED RESTAURANT』）での新たに開発した郷土料理の販売 

   ②地元生産者ご協力による農産品の販売「祭の湯マルシェ」 

   ※「祭の湯マルシェ」は、「西武秩父駅前温泉 祭の湯」前で開催します。 

 

 

【参考】CLUB REDとは 

 

未来へつなぐ、美味の才能たち 

 

歴代の RED U-35 で発掘した若い才能を“つなぎ”、 

その力で“日本を活性化”する。 

CLUB REDとは、次代を担う料理人たちの 

クリエイティブ・ラボです。 

http://clubred-since2015.jp/ 

http://clubred-since2015.jp/


 

 

□人気アニメ作品ＶＲ体験コーナー 

＜日 程＞2017年 11 月 18日（土）・19日（日）  

＜会 場＞秩父宮記念市民会館 けやきフォーラム  ※時間未定 

＜内 容＞作品①『攻殻機動隊 新劇場版 VIRTUAL REALITY DIVER』 

（体験時間：3分） 

作品②『ブレイブウィッチーズ VR-Operation Baba_yaga-雪中迎撃戦』 

（体験時間：7分） 

※ＶＲ体験の対象年齢は中学生以上となります。 

 

11．公式サイト  http://www.chichibufilmfestival.com 

 

           

◇お客さまのお問合せ先 

●西武鉄道お客さまセンター TEL.(04)2996-2888 

音声ガイダンスのご案内により、メニューをお選びください。 

［営業時間：平日 9 時～19 時 土休日 9 時～17 時］ 

 

  ●映画祭プログラムについてのお問合せ（11/18（土）・11/19（日）のみ） 

TEL.(0494)27-7070  [8:00～21:00] 

以 上 

 

http://www.chichibufilmfestival.com/

