
 
JAPAN GIANT SCREEN SOCIETY 

 一般社団法人 日本ジャイアントスクリーン協会 実行委員会 

 

 

 平成28 年9 月吉日 

「JGSS フィルムフェスティバル 2016」開催日程変更のお知らせと 

開催のご案内 

 

JGSS 実行委員会 

（公印省略） 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。 

さて、8 月中旬付けの開催通知ハガキ「JGSS フィルムフェスティバル 2016 開催のご案内」にてお知らせし

ていました今大会を、諸事情により、以下のとおり会期を変更いたしましたのでお知らせいたします。既に予定

を立てられていた皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

今年度も多数の新作試写をはじめ、トレードショーや情報交換会として３日間のスケジュールを予定しており

ます。 ご多忙中とは存じますが多数の皆様方の参加を心よりお待ち申しあげます。 

なお、ご参加の皆様方には、お手数ではございますが参加費用の事前振込をお願い申しあげます。 

 敬具 

◆開催概要 

名    称 Japan Giant Screen Society Film Festival 2016（略称JGSS2016） 

会    期 【変更前】2016 年11 月15 日（火）、16 日（水）、17 日（木） 3 日間 

    ↓ 

  【変更後】2016 年11 月16 日（水）、17 日（木）、18 日（金） 3 日間 

 

会    場 ●第一会場： 11月16日（水）、17日（木） 

ソフィア・堺  

大阪府堺市中区深井清水町1426番地                 

☎ 072（270）8110   URL：http://sofia-sakai.jp/ 

 

●第二会場： 11月18日（金） 

 ユナイテッド・シネマ岸和田（IMAX デジタルシアター） 

大阪府岸和田市港緑町3-1 岸和田カンカン ベイサイドモール WEST3F 

URL： http://www.unitedcinemas.jp/kishiwada/ 

  

主       催     一般社団法人日本ジャイアントスクリーン協会 

協     力 ソフィア・堺／ユナイテッド・シネマ岸和田 

運       営 一般社団法人日本ジャイアントスクリーン協会  フィルムフェスティバル実行委員会   

内       容    ●新作試写会 ●デジタル映像試写    ●デジタルプラネタリウム映像試写    

  ●情報交換会  ●トレードショー  

http://sofia-sakai.jp/
http://www.unitedcinemas.jp/kishiwada/
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W E B ｻ ｲ ﾄ   http://www.jgss.jp 

問い合わせ先   JGSS2015 実行委員会（㈱さらい 内）  担当者 森沢真紀 

  〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-13 アーバン芝公園4F 

     TEL．03-5777-5206   FAX．03-5777-5207   E-mail．morisawa@jgss.jp 

  

 

 

 

 

http://www.jgss.jp/
mailto:morisawa@jgss.jp
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◆お申し込みにあたって    

 

・ 申し込み方法 

 会場の座席数の都合により、試写会の参加者は１６０名に限定させて頂きます。 

 定員になり次第締切らせて頂きますのでご了承ください。 

 

 

参加申込書を送る 

・ 同封の参加申込書をFAXで実行委員会へお送りいただくか、協会ホームページへアクセス

してインターネット経由でお申し込みください。 

・ 参加者１人に対して申込書を１枚ご記入下さい。 

・ 用紙が足りない場合はコピーしてお使い下さい。 

・ 申込書は協会ホームページからもダウンロードできます（PDF ファイル）。 

 

参加費のお支払い 

・ お申し込み後、申込受付確認メール、もしくは FAX を実行委員会よりお送りいたします。

請求書をご要望された方には請求書を持って申込み受付確認とさせていただきます。 

・ JGSS 実行委員会の口座宛に参加費をお振込みください。 

・ 指定の期日までにお振り込みが無い場合は、キャンセル扱いとなる場合がございます。 

・ 振込手数料は、振込人ご負担にてお願いします。 

 

手続完了 

・ 振込が確認できた時点で申し込みの完了です。参加登録完了となります。 

・ 参加費は、この時点での金額となりますのでご注意ください。 

・ 早めの手続きがお得です。詳しくは、次の「参加費について」をご覧ください。 
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◆参加費について 

・ [申込み＋振込み時期]によって段階的に異なる参加費を設定しており、早期の参加申し込みには割引があります。

早めの手続きがお得です。 

・ 手続上、最終受付は 11 月10 日までとさせていただきます。それ以降に関しましては当日ご精算でお願いします。 

・ 事前のお振込ができない場合や、何らかの事情でお振込が遅れる場合等のご連絡及びお問い合わせは実行委

員会までお願い致します。 

 

【料金一覧】 正会員・賛助会員申込み資料をご希望される方は、事務局までお問い合わせ下さい。 

申込み＋振込み 

締切日 
参加内容 

シアター 

関係者 
その他 

協会会員特典 

正 会 員 賛助・個人会員 

早期 

～10/20 

試写会 ￥5,000 ￥8,000 1 館につき 1 名の 

試写会＋ 

情報交換会(11/16) 

参加費無料 

1 社につき１名分 

試写会参加費半額 

※情報交換会は含みま

せん。 

情報交換会 11/16 ￥5,000 ￥5,000 

後期 

10/21～11/10 

試写会 ￥8,000 ￥10,000 

情報交換会 11/16 ￥5,000 ￥5,000 

 

 16 日(水) 17 日（木） 18 日（金） 

昼食（弁当） ￥1,000 ￥1,000 なし 

 

 

 ご注意頂きたいこと 

・ 返金が伴う申し込み変更が生じた場合には、お申込者1 名につき 1,000 円を手数料としてお支払い頂きます。 

・ 最終締切11 月10 日以降のキャンセル、及び代金の払い戻しはできかねますのであらかじめご了承下さい。 

 海外からお振込みされる方へ 

・ 海外からのお振込みにかかる手数料（ペイメントコミッション／Payment Commission やトランスファーフィー／

Transfer fees 等）は、ご参加の方各位のご負担にてお願い申し上げます。 

・ 不足金が生じた場合には、開催会場受付にて不足分を徴収させていただきます。 

 参加費振込先  ※恐れ入りますが振込手数料はご参加の方各位のご負担にてお願い申しあげます。 

 

三菱東京UFJ 銀行 日本橋中央支店（ 店番号333 ） 普通口座 ００３７９１０ 

ふりがな： ジェイジーエスエス フィルムフェステバル ジッコウイインカイ 

      JGSS フィルムフェスティバル実行委員会 

  ＊ATM の画面には日本ジャイアントスクリーン名が出てきますので予めご了承ください。 
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◆スケジュール 

 第一会場 ソフィア・堺 

11 月16 日（水）  09：30～        受付 

10：30～10：45  開会式 

10：45～13：00  新作デジタル作品・トレーラー試写会 

13：00～13：30  連絡協議会（理事会） 

14：00～19：15  新作デジタル作品・トレーラー試写会 

20：00～22：00  情報交換会 

         会場 ：ダイワロイネットホテル堺東１F 

「大地の恵」 

     ＊南海高野線 堺東駅 下車徒歩約５分 

 

 

11月 17日（木）       09：00～      受付 

   09：30～19：00  新作デジタル作品試写会 

 

 

 

第二会場 ユナイテッド・シネマ岸和田 

11 月18 日（金）          09：30～      受付 

10：00～15：30  新作デジタル作品・トレーラー試写会 

 

 

 

 

※上映スケジュールおよび作品、作品数につきましては現在調整中のため変更になる場合がございますのであら

かじめご了承ください。決定次第、日本ジャイアントスクリーン協会HP にて随時ご案内してまいります。 



 
JAPAN GIANT SCREEN SOCIETY 

 一般社団法人 日本ジャイアントスクリーン協会 実行委員会 

 

 

 

◆上映作品 

第二会場  ソフィア・堺 

11 月16 日（水）～17 日（木） 

デジタル上映作品 （上映順ではありません。作品は変更になる可能性があります）       ＜社名五十音順＞ 

NO. 作品名 上映時間 会社名 

1 いのち探検Ⅱ すべてのはじまり 45 分 アイカム 

2 秘密結社鷹の爪 ジュラジュラ！ジュラシックトラベル 28 分 エクスプローラーズジャパン 

3 すいきんちかもくどってんかい！ 20 分 エクスプローラーズジャパン 

4 コズミックフロント・プラネタリウム版「時間旅行」 25 分 NHK エデュケーショナル 

5 妖怪ウォッチ プラネタリウムは星と妖怪がいっぱい！ 28 分 コニカミノルタプラネタリウム 

6 GRAVITATION 魔法使いの少年とロボットの不思議な一夜 28 分 コニカミノルタプラネタリウム 

7 コニカミノルタプラネタリウム A 作品 25 分 コニカミノルタプラネタリウム 

8 見えない宇宙？ 宇宙を知る冒険 27 分 コニカミノルタプラネタリウム 

9 ビリオンサン –星空３次元マップをつくれ- 26 分 五藤光学研究所 

10 ユニバース -宇宙へ- 23 分 五藤光学研究所 

11 ほしをつかまえたおうじ 14 分 五藤光学研究所 

12 まくまくんの星空大冒険 15 分 五藤光学研究所 

13 ４７０億光年の、その先へ 20 分 五藤光学研究所 

14 賢治の星座早見 ～星のものがたり～ 30 分 五藤光学研究所 

15 感動体感！これが宇宙ロケットの打ち上げだ！ 26 分 さらい 

16 アフリカ 魔法の国へようこそ 28 分 さらい 

17 さらい A 作品 30 分 さらい 

18 小惑星（日本語改訂版） 26 分 さらい 

19 宇宙をひもとく 4 つのカギ～宇宙図の世界～（仮題） 25 分 スターライトスタジオ 

20 美しき地球 －ベラ ガイア－ 25 分 D&D ピクチャーズ 

21 かいけつゾロリ ～うちゅうの勇者たち～ 25 分 D&D ピクチャーズ 

22 クジラが星に還る海 -STARS OF LIFE- 25 分 D&D ピクチャーズ 

23 スペースネクスト 8K 改訂版 25 分 D&D ピクチャーズ 

24 カラフル太陽ツアー 23 分 D&D ピクチャーズ 

25 D&D A 作品 25 分 D&D ピクチャーズ 

26 D&D B 作品 25 分 D&D ピクチャーズ 

27 甲殻機動隊 15 分 プロダクション・アイジー 

28 ノーマン・ザ・スノーマン～流れ星のふる夜に～（仮題） 5 分 エクスプローラーズジャパン 

29 宙ガール 篠原ともえのレッツ！スターウオッチング（仮題） 5 分 エクスプローラーズジャパン 

30 NHK エデュケーショナル トレーラーA 作品 1 分 NHK エデュケーショナル 

31 NHK エデュケーショナル トレーラーB 作品 1 分 NHK エデュケーショナル 
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NO. 作品名 上映時間 会社名 

32 コニカミノルタプラネタリウム トレーラーB 作品 5 分 コニカミノルタプラネタリウム 

33 ボイジャー太陽系脱出！ 5 分 スターライトスタジオ 

34 アルマ ～アルマの願いと星の降る夜～（仮題） 5 分 スターライトスタジオ 

35 D&D ピクチャーズ トレーラーA 作品 1 分 D&D ピクチャーズ 

36 D&D ピクチャーズ トレーラーB 作品 1 分 D&D ピクチャーズ 

37 天動説の絵本 1 分30 秒 pH スタジオ 

38 HORIZON 3 分 ライブ 

39    

40    

 

 

第一会場  ユナイテッド・シネマ岸和田 

11 月18 日（金） 

IMAX DCP、ブルーレイ上映作品 （上映順ではありません。作品は変更になる可能性があります） 

＜社名五十音順＞    

NO. 作品名 上映時間 会社名 

1 A Beautiful Planet 47 分 アイマックスジャパン 

2 恐竜大研究 40 分 NHK エンタープライズ 

3 アメリカ・ワイルド 43 分 さらい 

4 アースフライト 40 分 さらい 

5 さらい B 作品 40 分 さらい 

6 恐竜ミュージアム 40 分 D&D ピクチャーズ 

7 D&D C 作品 35 分 D&D ピクチャーズ 

8 D&D トレーラーC 作品 1 分 D&D ピクチャーズ 

9 LUNA 17 分 ロボット 

10    

 

※上映スケジュールおよび作品、作品数につきましては現在調整中のため変更になる場合がございますのであら

かじめご了承ください。決定次第、日本ジャイアントスクリーン協会HP にて随時ご案内してまいります。
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◆会場アクセス  

ソフィア・堺 

大阪府堺市中区深井清水町1426番地                 

☎ 072（270）8110／URL：http://sofia-sakai.jp/ 

 

電車⇒  ■泉北高速鉄道「深井」駅下車 徒歩10 分 

■南海電鉄高野線「中百舌鳥」駅乗換、泉北高速鉄道「深井」駅下車（相互乗入れ電車あり） 

■大阪市営地下鉄御堂筋線「なかもず」駅乗換、泉北高速鉄道「深井」駅下車 

■JR 阪和線「三国ヶ丘」駅乗換、南海電鉄高野線「中百舌鳥」駅乗換、泉北高速鉄道「深井」駅下車 

 

車⇒ （なるべく公共交通機関をご利用ください） 

■阪神高速（堺線）堺出口を出る→高架下（26 号線）を南方面へ（約2.7 キロメートル）浜寺石津町東2 を左

折→堺狭山線（泉北1 号線）南東方面へ（約4.5 キロメートル）野々宮神社北を右折すぐ(約200 メートル) 

■阪和自動車道堺 IC を出る→すぐの信号を右折→1 つ目の信号平井大橋右折→高架下（泉大津美原線）

北東方面へ（約 1.8 キロメートル）東八田 4 号左折→堺狭山線（泉北 1 号線）北西方面へ（約 1.2 キロメート

ル）野々宮神社北左折すぐ(約200 メートル) 

 

■駐車場  あり（30 分無料以後有料）  

 

 

 

 

ユナイテッド・シネマ岸和田 

大阪府岸和田市港緑町3-1  

岸和田カンカン ベイサイドモールWEST3F 

URL：http://www.unitedcinemas.jp/kishiwada/ 

 

電車⇒ ■南海本線「岸和田」下車、徒歩10 分 

 

車⇒ ■阪神高速湾岸線 

「岸和田南」インターから1分 

 

■駐車場 無料 

詳細は、岸和田カンカン ベイサイドモール 

「交通アクセス」をご覧ください。 

http://k-cancan.jp/access/ 

 

※大会当日は別イベントも開催中のため

混み合う可能性がありますのでご了承く

ださい。 

 

ユナイテッド・シネマ岸和田 ソフィア・堺 

 JR 新大阪 

http://sofia-sakai.jp/
http://www.unitedcinemas.jp/kishiwada/
http://k-cancan.jp/access/
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◆周辺ホテルのご案内 

 

第一会場： ソフィア・堺  最寄駅、深井駅周辺3km 圏内にホテルはないため、以下をお薦めいたします。 

深井駅⇒堺東駅 電車で約6～11 分（区間急行、準急行、各駅あり） 

 

【ダイワロイネットホテル堺東】 

■南海高野線「堺東」駅から徒歩約5 分 

全室Wi-Fi 無料 

〒590-0079 大阪府堺市堺区新町5-13 TEL 072-224-9055 

駐車場 ：有り 32 台 1,000 円～（税込／泊 チェックアウト以降延長料金20 分につき 100 円）予約不可。 

http://www.daiwaroynet.jp/sakaihigashi/ 

 

【東横イン堺東駅】 

■南海 「堺東」駅より徒歩6 分 

全客室Wi-Fi 対応 

〒590-0952 大阪府堺市堺区市之町東6-2-14 TEL 072-282-1045 

http://www.toyoko-inn.com/hotel/00071/ 

 

【ホテルリバティプラザ】 

■南海「堺東」駅より徒歩10 分 

〒590-0061 大阪府堺市堺区翁橋町1-99 TEL 072-232-2211 

駐車場  ：68 台（税込／泊）予約制 

http://www.libertyplaza.jp/lodgment.html 

 

 

そのほか南海高野線にアクセスの良い「なんば駅」には、シティホテルやビジネスホテルが多数ありますのでご利用

可能です。 

 

＜電車＞なんば駅⇒深井駅 約19 分（区間急行の場合） 

http://www.daiwaroynet.jp/sakaihigashi/
http://www.toyoko-inn.com/hotel/00071/
http://www.libertyplaza.jp/lodgment.html

