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 平成29 年9 月吉日 

 

「JGSS フィルムフェスティバル 2017」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、この度「JGSS フィルムフェスティバル 2017」の開催を下記のとおりご案内いたします。 

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 2017（略称JGSS2017） 

会    期 2017 年11 月13 日（月）、14 日（火）、15 日（水） 

会    場 ●第一会場：11月13日（月）、14日（火） 

四日市市立博物館 〒510-0075 三重県四日市市安島1-3-16 

☎ 059 (355) 2700  

URL：http://www.city.yokkaichi.mie.jp/museum/museum.html 

 

●第二会場：11月15日（水）  

109シネマズ四日市 〒510-0075三重県四日市市安島1-3-31 

                            ララスクエア四日市6F 

☎ 059（359） 0109 

URL：http://109cinemas.net/yokkaichi/ 

 

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 四日市市立博物館 

  109 シネマズ四日市 

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  

W E B ｻ ｲ ﾄ   http://www.jgss.jp   

問い合わせ先   JGSS2017 実行委員会（㈱五藤光学研究所 内）  担当者 鬼嶋清美 

  〒183-8530 東京都府中市矢崎町4-16 

     TEL．042-362-5320   FAX．042-362-4376   E-mail．goto@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１４０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2 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 

～10/13 

試写会 ￥5,000 ￥8,000 1 館につき 1 名の 

試写会＋ 

情報交換会①(11/13) 

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 ①11/13 ￥5,000 ￥5,000 

後期 

10/14～11/2 

試写会 ￥8,000 ￥10,000 

情報交換会 ①11/13 ￥5,000 ￥5,000 

 

今回は会場の都合もあり、昼食にお弁当のご用意はございません。休憩時間に各自で館外（近隣商

用施設・飲食店等）にて昼食をおとりください。 

※11 月 14 日（火）にも情報交換会②を予定しております。14 日の情報交換会②（仮称）については現地にて別

途2,000 円を参加費としてお支払いください。 

 

 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2 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（予定） 

第一会場 四日市市立博物館 

11 月13 日（月）           9：30～      受付 

9：40～10：00 連絡協議会（理事会）  

10：00～10：15 開会式 

10：15～18：45 新作デジタル作品・トレーラー試写会 

19：00～21：00 情報交換会① 

会場 ：四日市都ホテル 

 

11 月14 日（火）  9：00～        受付 

   9：30～19：00  新作デジタル作品・トレーラー試写会 

19：00～21：00  情報交換会② 

        会場 ： 

 

 

 

 第二会場 １０９シネマズ四日市 

11月15日（水）       8：30～     受付 

   9：00～13：00  新作デジタル作品試写会 
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◆上映作品 
第一会場 四日市市立博物館 

11 月13 日（月）～14 日（火） 

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 プラネタリアン～ちいさなほしのゆめ～ 25 分 D&D ピクチャーズ 

2 プラネタリウム～時間空間を超える小宇宙～ 26 分 D&D ピクチャーズ 

3 To SPACE & BACK（仮） 25 分 D&D ピクチャーズ 

4 ジュラシックヒーローズ～星空の警備隊～ 25 分 D&D ピクチャーズ 

5 地球はぐるぐるメリーゴーランド 21 分 D&D ピクチャーズ 

6 新作D3（仮） 2 分 D&D ピクチャーズ 

7 新作D4（仮） 2 分 D&D ピクチャーズ 

8 新作かいけつゾロリ （仮） 2 分 D&D ピクチャーズ 

9 新・恐竜大進撃（仮） 2 分 D&D ピクチャーズ 

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

11 アルマ～ボクのみつけた願いごと～ 24 分 スターライトスタジオ 

12 ボイジャー 太陽系脱出！ 18 分 スターライトスタジオ 

13 ユニバーサル・ヒーリング予告編 5 分 スターライトスタジオ 

14 コズミックフロントプラネタリウム版「ダークマターを探せ！」 26 分 NHK エデュケーショナル 

15 
忍たま乱太郎の宇宙大冒険 with コズミックフロント☆NEXT① 太陽系

のお友だちの段 
25 分 NHK エデュケーショナル 

16 宇宙エレベーターの旅 2 分 NHK エデュケーショナル 

17 
忍たま乱太郎の宇宙大冒険 with コズミックフロント☆NEXT② 月ウサ

ギがクレーターをかけるの段 
2 分 NHK エデュケーショナル 

18 HORIZON～宇宙の果てにあるもの 42 分 ライブ 

19 剣の山（仮題） 42 分 ライブ 

20 ミラクル・バード～鳥たちの地球大飛行～ 23 分 さらい 

21 アニマル・ハンター ～どうぶつたちのオモシロ行動学～ 27 分 さらい 

22 地球外生命を求めて 30 分 さらい 

23 secret ocean 20 分 さらい 

24 9 次元からきた男 30 分 五藤光学研究所 

25 ぼのぼの 宇宙から来たともだち 22 分 五藤光学研究所 

26 LIFE いのち 25 分 五藤光学研究所 

27 エンケラドス人探しどす 23 分 五藤光学研究所 

28 見上げよう！未来の星空 －10 万年後にタイムスリップ－ 18 分 五藤光学研究所 

29 Mars1001 3 分 五藤光学研究所 



 
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 

 
 

NO. 作品名 
上映時間 

（分） 
会社名 

30 ドラえもん 宇宙ふしぎ大探検３ －地球のふしぎ－ 35 分 マイクロミュージアムラボラトリー

31 日本最大級 長岡の大花火２０１７（仮題） 5 分 NHK エンタープライズ 

32 Space Dreamers 宇宙兄弟 南波六太がやってきた！ 26 分 コニカミノルタプラネタリウム 

33 ポケットモンスター サン＆ムーン プラネタリウム 30 分 コニカミノルタプラネタリウム 

34 星の恋人 ほしこい君と夜空の記憶 30 分 コニカミノルタプラネタリウム 

35 進撃の巨人 IN THE DOME -兵士たちの星空- 16 分 コニカミノルタプラネタリウム 

36 月のふしぎ旅 25 分 JVC ケンウッド・ビデオテック 

37 ノーマン・ザ・スノーマン～流れ星のふる夜に 27 分 エクスプローラーズジャパン 

38 宙ガール☆篠原ともえのレッツ スターウォッチング 26 分 エクスプローラーズジャパン 

 

第二会場 １０９シネマズ四日市 

11 月15 日（水） 

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 ティラノサウルス～最強恐竜 進化の謎～ 35 分 D&D ピクチャーズ 

2 新作D１（仮） 2 分 D&D ピクチャーズ 

3 新作D２（仮） 2 分 D&D ピクチャーズ 

4 Dream Big 40 分 さらい 

5 American’s Treasures 40 分 さらい 

6 作品A 35 分 さらい 

 

※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  

 

そらんぽ四日市（四日市市立博物館・プラネタリウム) 
〒510-0075 三重県四日市市安島1丁目３番16号 

TEL: 055 (359) 2700 FAX: 055 (359) 2700 

電車⇒ 近鉄四日市駅から西へ徒歩3分 JR四日市駅から徒歩約20分 

車⇒  東名阪自動車道四日市 I.C.より車で約20分 

※館専用の駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。 

 

109シネマズ四日市 
〒510-0075 三重県県四日市市安島1丁目3番31号 ララスクエア四日市 6F 

電車⇒ 近鉄四日市駅北出口から徒歩2分 JR四日市駅から徒歩約20分 

車⇒ 東名阪自動車道四日市 I.C.より車で約20分 

※シネマ施設をご利用の方は必ずシネマにて認証サービスをお受けください。 

※上記時間を超える場合は30分毎に150円（税込）頂きます。 隣接の都ホテルご利用のお客様は都ホ

テルにて認証サービスをお受け下さい。※駐車場営業時間外での入出庫はできません。 

駐車場に関するお問い合わせは、ララスクエア オペレーションセンターまでご連絡下さい。 

（ララスクエア オペレーションセンター：三重県四日市市安島1-3-31 059-355-6121） 

109シネマズ四日市HP   ララスクエアHP 

http://109cinemas.net/yokkaichi/  http://www.lalasquare-y.com/shops/6fmap.html 
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◆周辺ホテルのご案内 
近鉄四日市駅(近鉄)近くのホテル 

【四日市都ホテル】〒510-0075 三重県四日市市安島1-3-38 

■近鉄四日市駅北口から徒歩3分  

■駐車場： 有 39台 １泊1,500円  

TEL 059-352-4131  http://www.miyakohotels.ne.jp/yokkaichi/ 

 
【四日市アーバンホテル】〒510-0086 三重県四日市市諏訪栄町7番29号 

■近鉄四日市駅北口から徒歩1分  

■駐車場 有 予約制 １日１台 ￥1,000 

TEL 059-355-3232 / FAX 059-357-1652  http://www.urban-h.co.jp/ 

 
【三交イン四日市駅前】〒510-0075 四日市市安島1丁目1番20号 

■近鉄四日市駅北口徒歩１分  

■駐車場 有 （有料 電話予約不可・当日先着順12台 1,300円/泊 

TEL.059-352-3535 / FAX.059-352-3539  yokkaichiekimae@sanco-inn.co.jp 

 
【APOA HOTEL四日市（アポアホテル：旧 ホテルサンルート四日市）】〒510-0074三重県四日市市鵜の森2-1-4 

■近鉄四日市駅西口 徒歩約５分 

■駐車場 有 ５５台 無料 予約不要 

TEL 059-351-3221  http://apoahotel.com/  Email: info@apoahotel.com 

 
【東横イン近鉄四日市駅北口】〒510-0086三重県四日市市諏訪栄町8-4 

■近鉄四日市駅北口徒歩2分  

■駐車場 有 有料 先着42台 1泊1000円 長さ5m以内/幅1.9m以内/高さ2.1m以内/重さ2.2t以内 

TEL 059-350-1045 / FAX059-350-1046 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00267/ 

 
【スーパーホテル四日市駅前】〒510-0074 三重県四日市市鵜の森1丁目2-21 

■近鉄四日市駅南改札西出口徒歩1分  

■駐車場 8台 ※有料 ￥1000/1台1泊 （要電話予約） 

TEL：059-354-9000 / FAX：059-354-9700 http://www.superhotel.co.jp/s_hotels/yokkaichi/yokkaichi.html 

 
【スーパーホテル四日市・国道1号沿】〒510-0067 三重県四日市市浜田町1番6号 

■近鉄四日市駅南改札東出口徒歩5分  

■無料提携駐車場 40台 先着順（四日市農協会館駐車場：四日市市浜田町4-20） 

TEL：059-355-9002 / FAX：059-355-9012  http://www.superhotel.co.jp/s_hotels/kokudo_yokkaichi/ 

 
四日市市内、近鉄四日市駅周辺は、ほかにもビジネスホテル、シティホテル等多数あり。 


