
場所 おさかなスクリーン くじらスクリーン たこスクリーン えびスクリーン たいスクリーン わかめスクリーン てんぐさスクリーン

概要 雨天時の予備会場
夜、野外上映が行われる会場で

す。

若手音楽アーティストと映画監督

のコラボイベント(ＭＯＯSIC ＬＡ
Ｂ)で上映された作品を当映画祭

の招待作品として上映致します。

当映画祭のコンペテイションで勝

ち抜いた自主製作映画の上映を

行います。

田辺弁慶映画祭や都内の新鋭の

監督からの招待作品を上映致し

ます。

当映画祭のコンペテイションで勝

ち抜いた自主製作映画の上映を

行います。

当映画祭のコンペテイションで勝

ち抜いた自主製作映画の上映を

行います。

備考
夜(18:00)から有料ゾーン

(1500円)
有料ゾーン(1000円) 有料ゾーン(800円) 有料ゾーン(1000円) 無料ゾーン 有料ゾーン(800円)

10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30 入れ替え30分(うち入場10分) 入れ替え30分(うち入場10分) 入れ替え30分(うち入場10分)

13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
~

18:00 入場(15分)18:00～18:15 自主制作映画監督紹介＆トーク

18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15 休憩20:10～20:20

20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30

はらはらなのか

酒井麻衣監督

トーク(10分)
18:15～20:07

鉄コン筋クリート(111分)
20:20～22:11

明日の告知

Bプログラム(137分)+余分(15
分)10：30～13:17

自由を手にするその日まで(天
野監督)(112分)

なぎさのカサーレス(袴田監

督)(6分)
離れても離れてもまだ眠ること

を知らない(霞監督)(19分)

トーク部分15分
(次がないため延長OK)

Cプログラム(134分)+差分(15
分)13:45～16:15

真白の恋(坂本監督)(97分)
最後のデート(鈴木監督)(13分)
真夜中モラトリアム（磯部監督）

（24分）

トーク部分15分
(次がないため延長OK)

入れ替え30分(うち入場10分)
14:00～14：30

MOOSIC

『聖なるもの』岩切一空×ボン

ジュール鈴木（91分）

14：30～16：01

田辺・弁慶映画祭招待作品

ポエトリーエンジェル

（95分）

15:15～16:50

上映終了後、撮影秘話など監督、

キャストを交えたトークイベント

MOOSIC
『なっちゃんはまだ新宿』首藤凛

×POLTA

（93分）

10:30～12：03

Aプログラム(135分)+余分(15
分)10：30～3:15

ミスムーンライト（松本監督(119
分)

Square apartment(永谷監督)(5
分)

私の処女を買いたい人はいませ

んかー？(フィル・メッキ-監

督)(11分)

トーク部分15分
(ない場合は入れ替え)

田辺・弁慶映画祭招待作品

空（カラ）の味

（125分）

Dプログラム(134分)+差分(15
分)10:30～13:14

幸せ屋（安楽監督)(48分)
ポタルージャ(藤原監督)(19分)

ACTOR（土屋監督）（40分）

おおみそか（西村監督）（15分）

ガチャガチャ（松本監督）（12分）

トーク部分15分
(ない場合は入れ替え)

Bプログラム(137分)+余分(15
分)10：30～13:17

自由を手にするその日まで(天
野監督)(112分)

なぎさのカサーレス(袴田監

督)(6分)
離れても離れてもまだ眠ること

を知らない(霞監督)(19分)

トーク部分15分
(ない場合は入れ替え)

入れ替え30分(うち入場10分)
12:03～12：30

MOOSIC
『少女邂逅』枝優花×水本夏絵

（90分）

12:30～14：00

Dプログラム(134分)+差分(15
分)13:45～16:15

幸せ屋（安楽監督)(48分)
ポタルージャ(藤原監督)(19分)

ACTOR（）（40分）

おおみそか（西村監督）（15分）

ガチャガチャ（松本監督）（12分）

トーク部分15分
(次がないため延長OK)

Aプログラム 

10：30～12:15 

どどん（43分） 

ぼくの壱番館(15分) 

いきうつし（29分） 
ゲストトークあり 

Bプログラム 

13:30～15:30 

あの群青の向こうへ(96分) 

誰ナノカ？―sub-voice―（6分） 
ゲストトークあり 

星降る。どうぶつ園シネマコラボ上映 
11：30 ~ 12：30 

公衆電話（16分） 

ぱんどせる（5分）

中之島映画祭コラボ上映 
13：30 ~ 15：00 

カランコエの花（39分） 
中川駿監督　ショート作品上映も

Cプログラム 

10:30～12:15 

あくまのきゅうさい(66分) 

今夜新宿で、彼女は、(29分) 
ゲストトークあり 

Dプログラム 

10：30～12:15 

パンクロックベイビー(39分) 

シンデレラのさえずりを聞け(19分) 

祭りのあと(33分) 

ゲストトークあり 

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

音楽 × 映画の祭典 

MOOSIC LAB2018作品 

単館料金　1,500円

向丁自治会館 スクリーン

インディペンデント 
作品コンペティション 

単館料金　無料

旧銀行 スクリーン

インディペンデント 
作品コンペティション 

単館料金　無料

旧ボーイスカウトハウス 
スクリーン

インディペンデント 
作品コンペティション 

単館料金　無料

旧こてやす　スクリーン

特別招待作品 

単館料金　1,000円

北丁自治会感スクリーン

野外上映 
Kissshセレクション 

単館料金　1,500円

野外くじらスクリーン

Kisssh-Kissssssh映画祭2018　タイムテーブル 

9月23日（2日目）

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

Aプログラム 

16：00～17:45 

どどん（43分） 

ぼくの壱番館(15分) 

いきうつし（29分） 
ゲストトークあり 

18:00

Bプログラム 

15:45～17:45 

あの群青の向こうへ(96分) 

誰ナノカ？―sub-voice―（6分） 
ゲストトークあり 

Dプログラム 

13：30～15:15 

パンクロックベイビー(39分) 

シンデレラのさえずりを聞け(19分) 

祭りのあと(33分) 

ゲストトークあり 

Cプログラム 

13:30～15:20 

あくまのきゅうさい(66分) 

今夜新宿で、彼女は、(29分) 
ゲストトークあり 

田辺・弁慶映画祭コラボ上映 
15：30 ~ 17：30 

赤色彗星倶楽部（82分）

18：30～19：45 

アイスと雨音 
（74分）

19：55～20:10 

コンペ部門表彰式（15分）

20：10～22:10 

勝手にふるえてろ 
（117分） 

MOOSICLAB 

10:30～12:30 

渡辺紘文×トリプルファイヤー『 普
通は走り出す 』100分予定 

MOOSICLAB 
12:50～13:30 

前田聖来×MINT mate box 『いつか
輝いていた彼女は』35分予定

MOOSICLAB 

14:00～15:20 

上村奈帆×SWANKY DOGS『 書くが、
まま 』77分予定


