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 平成３０年9 月吉日 

 

「JGSS フィルムフェスティバル 2018」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 2018」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 2018（略称JGSS2018） 

会    期 2018 年11 月12 日（月）、13 日（火）、14 日（水） 

会    場 ●会場： 府中市郷土の森博物館 

〒183-0026 東京都府中市南町6-32 

URL：http://www.fuchu-cpf.or.jp/museum/ 

 

 

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 府中市郷土の森博物館 

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   JGSS2018 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２００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 
正シアター会員 

１館につき2名、 

正法人会員は１社1名の

試写会 ＋ 

情報交換会(11/12) 

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 11/12 ￥5,000 ￥5,000 

後期 

10/14～11/2 

試写会 ￥8,000 ￥10,000 

情報交換会 11/12 ￥5,000 ￥5,000 

 

 12 日(月) 13 日（火） 14 日（水） 

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） 

会場 府中市郷土の森博物館 

11 月12 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 

19：00～21：00 情報交換会 

会場 ：大国魂神社 宴会場 

 

11 月13 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 

         

11月14日（水）       9：00～     受付 

   9：30～13：00  新作デジタル作品試写会 

13：00～13：15 閉会式 

（13:30 以降 一般向け試写を予定） 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 
 

◆会場アクセス  

【京王バス】 

＜JR・京王分倍河原駅から＞ 

府52/分52  郷土の森総合体育館行「郷土の森正門前」下車  30分間隔で運行 

＜郷土の森正門前から＞ 

府52/分52系統 分倍河原駅行き 30分間隔   

 

【ちゅうバス（コミュニティーバス）¥100 30分間隔で運行】

https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/machi/chubus/bus.html 

□南町・四谷循環（よつや苑西ルート）/ 京王線府中駅 6番乗り場 

「南町二丁目」または「芝間稲荷神社」下車約6分 

分倍河原駅方面からは、「南町二丁目」で下車、中河原駅方面からは、「芝間稲荷神社」で下車してくださ

い。 

 

【徒歩の場合】 

JR武蔵野線・JR南武線、府中本町駅から20分  

京王線・JR南武線、分倍河原駅より20分   

西武多摩川線、是政駅より20分 

京王線府中駅・JR南武線南多摩駅より30分 
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◆周辺ホテルのご案内 
京王線府中駅近くのホテル 

【ＨＯＴＥＬ松本屋１７２５】〒183-0022 東京都府中市宮西町2-4-1 

■京王線 府中駅西出口より徒歩3分／ＪＲ武蔵野線 府中本町駅より徒歩7分  

■駐車場： 有 3台 電話予約（先着順有料） 

TEL 042-360-2212/ FAX 042-360-2288   http://www.hotel-matsumotoya.co.jp/ 

 
【ホテルコンチネンタル】〒183-0055 東京都府中市府中町1-5-1 

■京王線府中駅北口下車 駅前徒歩約1分 JR府中本町駅より徒歩約12分  

■駐車場 有 普通車(車高1.5Ｍ迄）：1500円 （深夜の出入れ不可）*詳細についてはお問合せ下さい 

TEL 042-333-7111 / FAX 042-333-7117  https://www.hotel-continental.co.jp/ 

 
【ビジネスホテル シティテル府中】〒183-0055東京都府中市府中町2-3-3 

■京王線 府中駅 より徒歩２分 

■駐車場 有 最大２台（予約制、空車状況を必ずお問い合わせください）1泊/1台￥1,300- 

TEL042-334-9111/FAX042-334-9123  http://www.hotel-citytel.jp/citytel_fuchu/ 

 
JR南武線南多摩駅近くのホテル 

【東横イン府中南武線南多摩駅前（2018年10月23日NEWオープン）】〒206-0801 東京都稲城市大丸999 

■ＪＲ南武線 南多摩駅北口より徒歩にて約１分 

■平置き駐車場：普通車6台（1台は身障者用）小型車28台／800円（税込／泊）先着順 

TEL042-379-1045/FAX042-379-1047  https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00289/ 
※2018年10月22日までは、TELは東横 INN立川駅北口に、FAXは開業準備室に転送されます。 

 

 
府中市内、京王線府中駅周辺は、ほかにもビジネスホテル、シティホテル等多数あり。 

 

 

 


