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日中国交正常化45周年記念中国映画祭「電影2018」 

俳優・監督大鵬
ダーポン

氏や忻鈺坤
シンユークン

監督など豪華ゲスト来場 
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甲
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』『追跡』『無言の激昂』から５名 
 

国際交流基金（ジャパンファウンデーション）は、2017年に日中両国の国交正常化から 45周年を迎えたことを記念し、       

公益財団法人ユニジャパン（東京国際映画祭事務局）、上海国際影視節中心（上海国際映画祭事務局）と共同で、映画

を通じた交流事業を執り行っています。 

このたび 1月30日、2月15日に発表させていただいた、東京・大阪・名古屋の 3都市で行う中国映画祭「電影2018」につ

きまして、以下の情報を新たにリリースいたします。引き続き、貴媒体にて、お取り上げいただけますようお願いいたします。本

プレスリリース 4頁目に、ご取材に関する詳細を記しておりますので、ご覧ください。 

 

記 

『シティ・オブ・ロック』主演・監督、『奇門遁甲』主演  

大鵬（ダーポン）氏 東京会場 

本名董成鵬（ドン・チェンポン）、１９８２年１月１２日生まれ、吉林省

通化市集安市出身。俳優、監督、脚本、司会、歌手など、幅広い仕事に携

わるタレント。 

2004年 ネット配信番組の司会を始めた。 

2006年 シングル曲をリリース、歌手デビュー。 

2007年 ネットトークショーの司会を務め始める。 

2010年 大物お笑い芸人趙本山氏に弟子入り。 

2012年 本人が手がけたネット配信ドラマ『Diors Man』は大ヒットを記録し

た。2015年 映画処女作である『Jian Bing Man』（中国語『煎饼侠』）を

もって、第１２回映画チャンネルアワード最優秀新人監督賞、最優秀新人

俳優賞をダブル受賞、同年、第１１回中国アメリカ映画祭で優秀若手監督

賞受賞 

2016年 フォン・シャオガン監督作品『わたしは潘金蓮じゃない』で主演を務めた。 

2017年 『わたしは潘金蓮じゃない』で第１１回アジア映画アワード最優秀助演男優賞にノミネートされた。同年、自ら監

督した作品『シティ・オブ・ロック』を熱演。さらにユアン・ウーピンが監督するファンタジー映画『奇門遁甲』でも主演を務めた。 

登壇 

3月8日 15:45オープニングセレモニー 東京 

3月9日16:05 「シティ・オブ・ロック」 東京 

3月9日19:05 「奇門遁甲」 東京 
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『無言の激昂』 監督：忻鈺坤（シン・ユークン）氏 東京、大阪会場 

 
1984年生まれ、北京電影学院撮影学科卒業、処女作『心迷宮』は第51回台

湾金馬奨（ゴールデンホースアワード）最優秀脚本、最優秀監督にノミネートされ

た。 

前作の長編デビュー作『心迷宮』が海外で多数の映画祭に出品、受賞 

第71回ヴェネツィア国際映画祭 イタリア批評家賞最優秀新人監督受賞 

第19回釜山国際映画祭 アジアの窓部門出品 

第51回トルコアルトゥン・ポルタカル映画祭 コンペティション部門出品 

第30回ポーランドワルシャワ国際映画祭 コンペティション部門最優秀作品受賞 

第15回福岡国際映画祭 出品 

登壇 

3月8日 15:45 オープニングセレモニー 東京 

3月9日 13:05 「無言の激昂」 東京 

3月10日 17:45 オープニングセレモニー 大阪 

3月11日 10:20 「無言の激昂」 大阪 

 
 

 

『無言の激昂』 温素純プロデューサー 東京、大阪会場 

 

1987年生まれ、浙江省伝媒学院ラジオテレビ放送専攻卒業後にテレビ局入局、

６年間テレビ番組のディレクターを務めた。その後映画業界に入りプロデューサーに転

身、手がけた作品は『心迷宮』、『Distance』、『暴裂無声』等多数。 

 

登壇 

3月8日 15:45オープニングセレモニー 東京 

3月9日 13:05「無言の激昂」 東京 

3月10日 17:45 オープニングセレモニー 大阪 

3月11日 10:20 「無言の激昂」 大阪 
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『追跡』 監督：李霄峰（リー・シャオフォン）氏 大阪、名古屋会場 

中国安徽省合肥市生まれ、ベルギーのSint-Lukasで映画製作を勉強した。かつ

て映画批評家として活躍していた。その後、張元（チャン・ユアン）監督と共同で

制作した作品『Dada's Dance』は２００９年サンダンス映画祭に出品した。 

受賞暦： 

・賈 樟柯（ジャ・ジャンクー）監督が創立した第1回平遥国際映画祭 新作部

門ノミネート 

・第18回上海国際映画祭 アジア新人賞部門最優秀脚本賞にノミネート 

・第22回釜山国際映画祭 アジアの窓部門ノミネート 

・賈 樟柯（ジャ・ジャンクー）監督が創立した第1回平遥国際映画祭 新作部

門ノミネート 

 ・第18回上海国際映画祭 アジア新人賞部門最優秀脚本賞にノミネート 

 ・第22回釜山国際映画祭 アジアの窓部門ノミネート 

 

登壇 

3月10日 17:45 オープニングセレモニー 大阪 

3月11日13:30「追跡」 大阪 

3月12日17:50「追跡」 名古屋 

 

『追跡』 出演：辛鵬（シン・ポン）氏 大阪、名古屋会場 

１９９２年１１月１１日生まれ、河南出身。中央戯劇学院俳優コース卒業。 

２０１５年に『失孤』で映画俳優デビュー。同年、李霄峰（リー・シャオフォン）監

督の青春映画『Nezha』に出演した。その後はテレビドラマを中心にしたが、 2017

年に李霄峰監督のサスペンス映画『追跡』に出演した。 

 
 

登壇 

3月10日 17:45 オープニングセレモニー 大阪 

3月11日13:30「追跡」 大阪 

3月12日17:50「追跡」 名古屋 
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取材について 

 

１・東京のオープニングセレモニー（15:45～16:45） 

ご取材ご来場の際は、◆媒体名◆ご連絡先◆ご担当者様氏名 ◆ ムービー or  スチール or 記者を明記の上 

３月８日（木）１１：００迄にマーメイドフィルム（担当：古賀 080-3361-6971 FAX:03-3239-9402  

MAIL:koga.ksm@gmail.com）へご連絡下さい。 

◆当日のスケジュール 

15:15 マスコミ受付開始（TOHOシネマズ六本木・ロビー）  

15:45 『芳華-Youth-』上映終了・場内誘導⇒セッティング完了次第イベント開始 

     →舞台挨拶（約50分予定）・フォトセッション (約10分予定)  

16:45 イベント終了・撤収 

 

※ご来場の際はお名刺を必ずお持ちください。 ※ご取材位置はムービー・スチール共に先着順となります。 

※音声ライン使用可。分配器はご持参ください。 

※本イベントご紹介時は、必ず映画の画像または映像をご使用下さい。 

※当日、やむを得ない事情により、登壇者が欠席となる場合がございます。予めご了承ください。 

※今回のご取材で撮影された動画・静止画を中国映画祭「電影２０１８」の報道以外に転用・転載・流用することは

ご遠慮ください。 

 

２．そのほかの回のご取材（東京） 

国際交流基金映像事業部映画チーム（担当：寺江 Tel: 03-5369-6064 / E-mail: film@jpf.go.jp）に 

ご連絡ください。 

 

３・大阪、名古屋会場のご取材 

以下にご連絡お願いいたします。 

  大阪：オフィス・リブラ TEL：06-6455-7827 MOBILE：090-3168-5696 

 名古屋：ニッセン ジャパン・亀井 MOBILE：090-7615-1990 misumi-k@beach.ocn.ne.jp 

 
 

日中国交正常化45周年記念 中国映画祭「電影2018」概要 

▼『追跡』（中国語タイトル：『追・踪』） 

 監督：李霄峰（リー・シャオフォン） 中国未公開 

▼『シティ・オブ・ロック』 （同：『縫靱機楽隊』） 

 監督：大鵬（ダーポン） 

▼『乗風破浪(じょうふうはろう)～あの頃のあなたを今想う』（中国語タイトル：『乗風破浪』） 

 監督：韓寒（ハン・ハン） 

▼『ナミヤ雑貨店の奇蹟』 （中国語タイトル：『解憂雑貨店』） 

 監督：韓傑（ハン・ジェ）東京のみの特別上映 
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▼『無敵名人の最強食譜(レシピ)』、（中国語タイトル：『絶世高手』） 

 監督：盧正雨（ルー・ジェンユー） 

▼『ライスフラワーの香り』（同：『米花之味』） 中国劇場未公開 

 監督：鵬飛（ポンフェイ） 

▼『奇門遁甲(きもんとんこう)』（中国語タイトル：同） 

 監督：袁和平（ユエン・ウーピン） 

▼『南極の恋』（中国語タイトル：『南極之恋』） 

 監督：呉有音（ウー・ユーイン） 

▼『無言の激昂』（中国語タイトル：『暴裂无声』） 中国未公開 

 監督：忻鈺坤（シン・ユークン） 

▼『芳華（ファンホァ）-Youth-』（中国語タイトル：『芳華』） 

 監督：馮小剛（フォン・シャオガン） 

中国映画 10本（上映は東京10本、大阪・名古屋各9本） 

※2017年以降の日本未公開新作を中心に構成。（英語タイトルアルファベット順） 

 
 

【名   称】    日中国交正常化45周年記念 中国映画祭「電影2018」 

（開催地ごとの表記は「電影2018」東京、「電影2018」大阪、「電影2018」名古屋） 

  【日   時】   2018年3月8日（木）～14日（水） 

 東京：2018年3月8日（木）～10日（土）※オープニングイベント 8日 

 大阪：2018年3月10日（土）～12日（月）※オープニングイベント 10日 

 名古屋：2018年3月12日（月）～14日（水）   

 【上映作品】     中国映画 計10本（東京10本、大阪・名古屋９本） 

  【主   催】    独立行政法人国際交流基金、公益財団法人ユニジャパン、上海国際影視節中心 

     【チケット価格】   前売、当日1300円（座席により追加料金あり）劇場の各チケットシステムから購入可能。  

TOHOシネマズ 六本木ヒルズ…劇場窓口、インターネット

予約https://www.tohotheater.jp/ 

阪急うめだホール…チケットぴあ（Pコード:558-163）https://t.pia.jp/ 

梅田ブルク７…劇場窓口、インターネット窓口KINEZO http://kinezo.jp/pc/t-joy_burg7 

109シネマズ名古屋…劇場窓口、インターネット予約http://109cinemas.net/nagoya/ 

  【特設 HP】   http://www.jpfbj.cn/FilmFestival/  

【Facebook】   https://www.facebook.com/chinesefilmfestival2018/ 

                         

 以上 

https://www.tohotheater.jp/
https://t.pia.jp/
http://kinezo.jp/pc/t-joy_burg7
http://109cinemas.net/nagoya/
http://www.jpfbj.cn/FilmFestival/
https://www.facebook.com/chinesefilmfestival2018/

