SCHEDULE

メイン会期

10/14（水） 10/15（木） 10/16（金） 10/17（土） 10/18（日）

カンファレンス

5日間で約40本のトークセッションをオンラインで配信！

展示（SCARTモールA）
ミートアップ

イベント

知 ら な い 未 来 を 楽 しもう 。
※有料プランで
11月末まで視聴可能

（映画祭等一部イベントを除く）

札 幌 に 、未 来 が 集 まる 5 日 間 。

※状況より変更になる
場合があります

10/10（土）

あしたのげいもり

Ovice会場

参加無料

不 確 か で 、曖 昧 な 、

シンクロニシティ2020
オンライン交流会場で新しい出会いを
（詳細はp.3）

テレビ塔会場

第15回

1階スペースがオープンエアラウンジに
（詳細はp. 3）

映画祭

オンライン上映

10/10（土）から

オンラインライブイベント

1,515円で約100本を見放題！

札幌国際
短編映画祭

10/31（土）
まで

短編映画をもっと楽しく！
！

NoMaps2020

札幌国際短編映画祭

特別上映会

OFFICIAL GUIDE

TO PIC S

NoMaps2020配信スタジオ

SCARTS会場

カンファレンスのメインスタジオ。配 信 見 学も可 能です。
NoMapsについての問い合わせや連携の相談窓口としても
ご利用ください。
◉場所：札幌市民交流プラザ1階
SCARTSコート
（中央区北1西1）
◉時間：11:00〜19:00

DRIVE会場

#nomapsradio

NoMapsをもっと身近に感じてもらいたい、

もっと繋がりたい！実証実験担当ミツ、企画担
当マサ、広報担当ナツコで毎週お送りしていま
す。新しいアイデアや、未来の技術、
それらに取
り組むヒトを紹介しています。
FMノースウェーブ（82.5MHz）
または
ラジオ配信サービス
「radiko」

オードリー・タン氏が

今年7月にオープンしたインキュベーション施設がカンファレンス
のサブスタジオに。
配信の見学はできませんが、
コワーキングス
ペースがパブリックビューイングとして利用できます
（p.3参照）
。
◉場所：SAPPORO Incubation Hub DRIVE
（中央区大通西3-6北海道新聞本社ビル2F）
◉時間：9:00〜21:00

ワクワクする未来を
一緒につくるラジオ
毎 週 水 曜 日 23:00-24:00

台 湾デジタル 大 臣

TO PIC S

北 海 道日本 ハムファイターズ

NoMaps参加

田中賢 介

TO PIC S

学生がつくる、未来に向けたムーブメント
未来の札幌・北海道を創り出す学生のムーブメントを促していく、学
生と企業を結ぶプロジェクトがスタート。札幌・北海道の学生の多
様な挑戦のサポート、学生向けに展開したい事業とのコラボレー
ションを進めていきます。
◉挑戦したいことがあり、NoMapsの支援を受けたい学生の方
◉NoMapsと一緒に学生向けの展開を検討したい企業・団体の方
【相談窓口】

札幌国際短編映画祭

100 観放題！
作 品おうちで

◉オンライン上映

〜31（土）
10/10（土）

◉オンラインライブイベント

Twitter NoMaps公式（@no_maps）ダイレクトメッセージ
メール

〜17（土）
10/14（水）

students@no-maps.jp

◉特別上映会

10/18（日）

アーカイブは各種ストリーミングサービスで

TOP ICS

新しい出会いの場に！

バーチャルラウンジ
実証実験

学 校 をつくる！
TO PIC S

N o M a p sカンファレンス

参 加 無 料！
TO PIC S

札 幌の 街ナカで！森で！

新しいイベント体 験

NoMaps Conference
今の状況をどのように捉え、
超えていけるか。
世界に展開するビジネスから、地域で起こる新し
ションを5日間に渡り開催します。

https://nomaps2020.peatix.com/

◉トークテーマ

教育、観光、新しい働き方、食、エンターテイメ
ント、
マーケティング 、スタートアップ、ダイバー
シティ、
シビックテック、他多数

デジタル技術を駆使したCOVID-19対策
「マスクマップ」
な
どで世界の注目を集めた台湾のオードリー・タン デジタル
大臣を迎えるオープニングセッション。
現代の暮らしに欠かせない様々なテクノロジーですが、
人
によりそのリタラシーや慣れ親しみは異なります。
しかし、
台湾では市民に寄り添う形で先進的な技術やアイデアが
政治や社会に導入されており、
オードリー氏自らパイプ役
となって民間企業や行政、
そして市民の力を結束して、
国

NoMapsとは？
「NoMaps」
は、
アイデアと技術で、
いまよりもっと良い社会を、
と考え
行動する人のためのベースキャンプ。未来志向の人や技術、情報が
行き交い、結びつく場を目指していきます。

NoMaps2020のポイント

1

距離的制約を超える
オンライン開催

原則オンラインでの開催とし、
より多
くの人たちが新しい情報に触れ、議
論できる場を
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2

コロナ禍を超える
リアルな場づくり

どうしたらリアルなつながり、
体験が出
来るか。
多様な結びつきをつくる実験
的な取り組みを

❸カンファレンスサポーター

20,000円

NoMapsカンファレンスに

コロナ禍により、
北海道は大きなダメージを受けています。
言うまでもなく世界全体が。
「人と接するな」
と言われる中で、
どうやって経済を回していくかが大きな課題です。
とは言え、
このコロナ禍で強制的に起こった変化がもたらしたものは、
悪いものだけ
ではありません。
日常は大きく変わってしまったが、
だからこそ技術やアイデアを積極
的に取り入れ、
社会をより良くしていくことが重要です。
NoMapsを始めたのも、元々はそんな着眼点から。社会をより良くするために、
この広
い北海道で実証実験・社会実装を重ね、
その蓄積から、
この地から挑戦・起業する
人が増えていけばいい。
「北海道は広いが、
何もない」
ではなく、
自治体・教育機関・
民間企業などが連携しながら、
新しいチャレンジをどんどん
生み出していける土地にしようと、
2017年から始めたイベン
トでありムーブメントが、
この
【NoMaps】
です。
社会を良くするための実証実験を繰り返し、
コロナ禍をも
変化の機会と捉え、
多様で新しい社会の姿を皆に提起して
いくことが、
NoMapsの役割だと考えています。
発信していきます。

Peatix

特設ページ

NoMaps実行委員会 委員長

伊藤 博之

これまでの生活が一変した今年、
これからどこでどう働き、
どう生きるかを考えた
人も多いのでは？
「働く」
をキーワードにしたセッションシリーズ。

注目セッション②

#働き方 #都市と地方 #テレワーク #ワーケーション

10月15日
（木）16:00-16:50

都市から地方への”働き方シフト”のデザイン
〜個人、企業、そしてまち〜

株式会社
テレワークマネジメント
代表取締役

田澤 由利

テレワークの導入によって、場所を選ばない働き方が
急速に浸透し、都市部で活躍する優秀な人材は、過
密な都市部を避け地方へ移動することが予想されて
『TURNS』プロデューサー
います。労働力の地方シフトというチャンスに、
いま、地 雑誌
株式会社第一プログレス
方が、北海道が取り組んでいくべきことはなにかを、個 常務取締役
堀口 正裕
人・企業・まちの視点から考えます。

注目セッション④

#宇宙ビジネス #スタートアップ

10月14日
（水）16:00-16:50

宇宙ビジネスのNoMaps

-民間リードの産業創生への挑戦これまで国家主導のプロジェクトが中心だった宇宙開
発に、
スタートアップや異業種企業などの業界参入が
進み、
民間が主導してイノベーションをリードする新し
い宇宙産業”NewSpace
（ニュースペース）
“の創生が加
速しています。
このセッションでは、
民間
発 の 宇 宙ビジネスカンファレンス
「SPACETIDE」
共同設立者の佐藤将史
氏をモデレーターに、
民間主導で前人未
踏の新産業創生をリードしてきた宇宙ス 一般社団法人
SPACETIDE
タートアップのキーマンと、
これからの宇
理事兼COO
宙ビジネスについて熱く議論します。
佐藤 将史

注目セッション⑤

録をお願いします

STEP②／開催期間
中、NoMaps WEBサイ

ト特設ページからトーク
セッションにご参加くだ
さい
（参加無料）

STEP③／アーカイブ視

https://nomaps2020.peatix.com/

今考えたい、働くこと、住むこと、生きること

や社会をマネジメントしています。
このセッションでは、
オー
ドリー氏が考えるテクノロジーと市民生活の調和、
そしてそ
の未来についてお話を伺います。
地域課題を積極的に解
決しようとシビックテックを実践するCode for Sapporoの
古川 泰人氏、
北海道石狩市のデータセンターをはじめ大
規模な設備を活用しクラウドなどのインターネットインフ
ラサービスを提供するさくらインターネット株式会社 代表
取締役社長 田中 邦裕氏によるトークセッションです。

今こそ、
『さあ、
超えていこう』
というメッセージを、
NoMapsは

◉申し込みはこちらから

これからの
「働く」
を考えるシリーズ

今こそ、
『さあ、超えていこう』
というメッセージを。

社会をより良く、
より面白く！
クリエイティブな発想や技術が集まるフェスティバル

カンファレンス開催終了後から2020
年 11 月 30 日まで、各セッションの
アーカイブ動画を視聴できるチケットです
（一部は無料で
公開されます）。

開催終了後〜2020年11月30日までの期間限定で、各セッションの
アーカイブ動画が視聴可能なほか、社名・団体名をNoMapsWEBサ
イトやNoMapsカンファレンス2020配信内にて紹介します。

市民生活とテクノロジーの調和

Peatix特設ページ

「NoMapsチャンネル」
から配信される
約40本のトークセッションを誰でも無
料で視聴できます。

1,000円

ご支援いただける企業・団
体様に向けたチケットプランです。

世界各地で起こる災害、
新たな感染症の流行、
取り巻く環境は目まぐるしく変
わっています。
先の予測が難しい時代、
私たちは新たな知見、
アイデアを学びな
がら変化に対応し、
どう行動するのか。
NoMapsカンファレンスでは、新しい技
注目セッション① #テクノロジー #プログラミング #シビックテック
術、
サービス、
アイデアで地図なき領域
10月14日(水) 13:00-13:50
を切り拓くゲストを招き、多様なテーマ
のトークセッションを開催します。
◉申し込みはこちらから

10月14日からの
5 日 間 、W E B

︵税込︶

い取り組み・アイデアなど、約40本のトークセッ

参加無料

STEP ①／ Peatix（左
記 QRコード）で視聴登

参加方法

10/14( 水 ) 〜 18(日) オンライン

❷アーカイブ視聴チケット
︵税込︶

❶リアルタイム視聴
視 聴 プラン

NoMapsカンファレンス

オンライン開催となる今年は、
どこからでも参加できます！

聴チケットをご購入の
方は、見逃し視聴 URL
を別途ご案内します

これからの教育を考える
「NoMaps EDUシリーズ」
コロナ禍で改めて問われる
「これからの教育とは？」

コロナ禍を転機とする教育改革が今後の未来を大きく
変えるものと考えます。様々な角度から学校教育・社会
教育を考え、意見を交わし、実践する場につなげていく
ために
『NoMaps EDU』
シリーズを展開します。

注目セッション③

#学校教育 #ICT

北海道日本ハムファイターズ
スペシャルアドバイザー

田中 賢介

10月14日
（水）20:00-20:50

これから求められる新しい小学校教育とは？

札幌市内に私立小学校を設立する計画を発表した北海道日本ハムファイターズ ス
ペシャルアドバイザーの田中賢介氏が登壇。
これから求められる新しい小学校教育
の姿を、
北海道から提案してきた/していこうとするフロントランナーたちと共に語らう
トークセッション。

#メディア #コンテンツ

10月16日
（金）20:00-20:50

発信から共創へ：
ローカルテレビ局の苦悩と挑戦
環境やビジネスモデルが大きく変わりつつある中で、
新しいメディアのあり方を模索するローカルの発信
源・テレビ局。一方通行の発信から双方向のコンテ
ンツづくり・価値づくりに転換する世の中で、現場の
テレビ局員の苦悩と挑戦の現実を北海道のテレビ
局の最前線で活躍する方々に聞くエキサイティング
なセッション。従来の体制から新しいあり方を模索
する北海道のテレビ局の現場による取り組みに、
イノ
ベーションのヒントがあるかもしれません。

注目セッション⑥

#IT人材 #未踏

10月17日
（土）13:00-13:50
NoMaps北海道未踏キックオフだョ！全員集合

〜卓越したIT人材のエコシステムを北海道に創る〜
突出したIT 人材を発掘する国家プロジェクト
「未
踏」。未踏人材から新たなサービスやユニコーン企
業が生まれるなど高い注目を集めており、北海道か
らも毎年のように学生がこの未踏に採択されていま
す。NoMapsでは、北海道で未踏人材を発掘し活用
していくため、
「NoMaps北海道未踏」
を全国に先駆
けてスタート。NoMaps北海道未踏のコアメンバー
である、竹内郁雄氏、
中島秀之氏、坂本大介氏など
が今後の展望を語ります。

そのほか、多彩なプログラムは、NoMapsWEBサイトでチェック！ https://no-maps.jp
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COLLABO

オンラインネットワーキングシステム
気軽に参加して

NoMapsオフィシャル交流スペースで新しい出会いの場を
オンライン開催される今年のNoMapsでも、立ち話や出会いから新たな動きが生まれるコ
にオ
ミュニケーションの場を作りたい！ということで、
バーチャルスペース Ovice（オヴィス）
フィシャルラウンジを作ります！NoMaps関係者、登壇者の方々がいますので、参加者の皆
さまも気軽に遊びに来てください。

登録不要！

NoMapsイベント

広報ナツコ@NoMaps

けい／エディター

PC・スマホのブラウザでアクセス。会員登録は不要で簡単に参加でき
ます！名前と社名・所属名などを書くとお互い話しかけやすいかも!?

▶ここでできること

ラウンジにいる人に気軽に話しかけることができ
るほか、
お互いの顔を見ながらのビデオチャットや
プレゼンも可能！！

COLLABO

NoMaps会期中には、札幌市内各所でさまざまな
コラボレーションプログラムを展開します。
普段出会わないヒト・コト・モノとの出会いをぜひ
楽しんでください。
COLLABO

札幌市図書・情報館

COLLABO

HOKKAIDO FOOD AID

ザンギもどうぞ！オープンエアラウンジが登場
札幌テレビ塔の1階で開催される
『HOKKAIDO FOOD AID』
が会期中、
NoMapsの公式オープンエアラウンジに！オープンエアな環境で、
その
これからのビジネスについて語りあ
日のNoMaps2020で得たことや、
いましょう！
HOKKAIDO FOOD AID 10月14日
（水）
〜25日
（日）
11：00〜20：30
NoMaps公式オープンエアラウンジ 10月14日
（水）
〜18日
（日）
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製作：トム・カーペラン 監督：マリア・リンドバーグ
原作：トーベ・ヤンソン
「ムーミン谷の彗星」
（講談社刊）
主題歌：ビョーク “The Comet Song”
2010年／フィンランド・ポーランド・オーストリア／
英語／75分／
英題：Moomins and the Comet Chase

出演アーティスト

実験イベントを開催。

コワーキングスペース

NoMapsのメルマガ登録で
札幌市内のコワーキングスペースの利用が無料に！

新型コロナウイルス感染症の拡大から、全国でイベントの中止や規模
縮小が余儀なくされています。
そのため、多くのエンタメ事業者は疲弊
し、私たちにはエンターテインメントが不足しています。
実証実験の場である
「 NoMaps 」は、感染症対策を守りながら、事業
者・企業・施設等と連携して
「こんなやり方はどうだろう？」
とさまざまな
イベントを投げかけていきます。
NoMapsのイベントは、新北海道スタイル他、札幌市、施設等の基準を守りながら新しいイベントの創造にチャレンジします。

札幌市内中心部にある15箇所のコワーキングスペースと連携！
NoMapsメールマガジン購読者限定特典として、NoMaps2020会期中、
Wi-Fiと電源が整ったコワーキングスペースのドロップイン利用が無料に！
NoMaps2020にオンライン
コワーキングスペースのお試し利用も兼ねて、
参加しましょう！
NoMapsオフィシャルWEBサイトから
▶メルマガ購読申し込みは、
◉詳細はこちら

シンクロニシティ2020

10月16日
（金）
・17日
（土）17:30〜20:00
音楽と街がシンクロする、
エンタメ実証実験
大人座

COLLABO

CONTACT

KANTE

北海道＆北大CoSTEP

VR動画でジオパークの魅力を体感
「ジオパーク」
は、
地球の営みが生み出したダイナミックな景観とその大
地が育んだ生命と地域の文化・産業・歴史を丸ごと楽しめる場所。
「バーチャ
今回、
北海道大学の学生と道職員の若手で制作したVR動画
ル登山！ユネスコ世界ジオパーク“アポイ岳”」
を初披露するなど、
北海道
の
「ジオパーク」
の魅力を
「知る」
「観る」
「学ぶ」
の視点でご紹介します。
「知る！観る！学ぶ！北海道のジオパーク展-北の大地と生命の物語」
◉期間：10月17日(土)、
18日(日) 10:00〜17:00
◉会場：チ・カ・ホ 北２条広場
◉共催：北海道、
北海道大学CoSTEP、
NoMaps実行委員会
◉協力：道内ジオパーク(構想)推進協議会

成山剛（sleepy.ab）
曽我部瑚夏
小畑仁 (Jin Obata)
OBA（ダンサー）
望月起一

monq design

10月10日
（土）16:00〜21:00

ひとり一台の
ラジオを配布！

映画音声は
ラジオで聴く！

「SYNCHRONICITY 2020」
は、
ユーザーのスマートフォンから流れる音楽と、光など
の街そのものに仕込まれた演出が同期する、今のコロナ禍における新しいコンテン
ツ体験です。
メイン会場は札幌市北 3 条広場「アカプラ」。
スマートフォンから同期し
て流れる音楽は初音ミクの楽曲です。NoMapsが実証実験として取り組む、街を舞
台とした新しい試みをぜひ体感してください。
◉場所：札幌市北3条広場
（アカプラ）
◉主催：NoMaps実行委員会 ◉技術協力：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社
◉協力：三井不動産株式会社、
赤れんがテラス、
札幌駅前通まちづくり株式会社

NoMapsでは、
コロナ禍を超えるエンタメ創造のための実証実験を続けています。
「ワンタイムカーニバル」
（2020年8月〜 不定期開催）

人を集めすぎないイベントス
タイルの実験として“日常に短
い時間だけ非日常の空間を
つくること”をコンセプトに、札
幌市北 3 条広場（アカプラ）
で開催した。

ドライブインシアター
「あしたのしあたあ」
（2020年5月〜 不定期開催）

地域プロデューサーやクリエ
イター、札幌国際短編映画
祭、NoMapsが連携・企画し
て生まれた「あしたのしあた
あ」
は、道内各地で上映会を
開催中。

森の中の
アーティスト
ライブがラジオでも
聴ける！

世界で一番静かな映画・音楽フェスティバル！？
このフェスのテーマは「感覚を研ぎ澄まして芸術を楽し
む」
ということ。
ラジオから流れてくる音楽や映画音声を聴
きながら、芝生でゆったりグルメを楽しんだり、光と映像
で彩られた野外美術館を散策したり。
２つの会場を行き
来しながら秋の夜を楽しめます。

◉詳細・チケットはこちら

密にならないフェスを、FMラジオ放送で

（施設により利用条件が異なります。
各施設の利用条件の詳細はウェブ等でご確認ください。
）

登壇者の選書ラインナップコーナーが登場「NoMaps Books」
いろいろな業界のトップランナーたちが登壇するNoMapsカンファレンス。
その登壇
者や関係者らが今読んでもらいたい1冊として選んだ書籍を札幌市図書・情報館
NoMaps Booksコーナーとして展
の司書チームがセレクトし、
開します。
トークセッションの前に読むことで、
より理解が深ま
るかもしれません。
ぜひお立ち寄りください！
（中央区北1条西1丁目）
札幌市図書・情報館1階
◉期間：〜10月27日(火)まで9:00〜21:00（土日祝は10:00〜18:00）

トーべ・ヤンソンからの大切なメッセージ

新しいエンタメの形にチャレンジしていく

タナカ＠ABC企画

NoMapsコラボプログラム

ムーミントロールと仲間たちは旅に出る
フェルトのパペット・ムーミンに込めた

テクノロジーで、
アイデアで、
このコロナ禍を超える、

kentaro@NoMaps

Collaboration Program
https://nomaps2020.ovice.in

劇場版 ムーミン谷の彗星
パペット・アニメーション

地球を滅ぼすという彗星をしらべるため

もっと私たちにエンタメを！

◉ミートアップイベント
（参加無料）
：10月14日(水)〜16日(金)19:00〜
▶NoMapsオフィシャルラウンジの入り方

Events

ある朝、全てが灰色になっていたムーミン谷

「札幌芸術の森」
の広大な敷地を活用し、
コンテンツを分散・点在させ
ることで密にならないよう配慮。来場者とコンテンツをつなげるのは、
FMラジオの特設チャンネルで配信する音声情報です。パーソナルに使
用でき、遅延なく高音質で配信が可能な
「FMラジオ」
で、
当日の映画・
音楽ライブ等、全てラジオの複数チャンネルを通して提供。一人一台
ずつラジオを持ち歩きながら体験するフェスティバルです。

楽しみ方
説明動画

◉タイムスケジュール（スケジュールは前後する場合があります）
野外美術館

野外ステージ

16:00〜 OPEN アーティストライブ／光と映像
17:30〜
札幌国際短編映画祭2020 presents 15周年記念プログラム（60分）
19:00〜
ムーミン谷の彗星（70分）
21:00 CLOSE
森のあちらこち
らでアーティス
トのパフォーマ
ンスライブ や、
光と映 像 作 品
が登場。

札幌芸術の森美術館で開催されている
「ムーミン展」
に合わせて、
作家トーベ・ヤ
ンソンがもっとも愛した
「ムーミン」
の映
と、
像作品「劇場版 ムーミン谷の彗星」
今年15周年を迎える札幌国際短編映
画祭がセレクトした短編映画を上映。

◉場所：札幌芸術の森野外ステージ、
野外美術館
（札幌市南区芸術の森2丁目75番地）
◉料金：前売2,500円、
当日3,000円
（野外美術館入場券、
FMラジオレンタル付き）
※中学生以下無料
（参加の際は、
ポータブルFMラジオ・イヤホンをご持参ください）
※駐車料金1台 500円別途
◉チケット：Peatix
（https://ashitanogeimori.peatix.com/）
・ローチケ
（Lコード：11901）
※悪天などの影響により中止する場合は10/24(土)に延期します。

◉主催：NoMaps実行委員会、
あしたのしあたあ、
公益財団法人札幌市芸術文化財団
◉後援：札幌市教育委員会
◉協力：北海道情報大学
（安田研究室及び有志一同）
、
森の時間SNOW HOKKAIDO竹あかり
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Short Film

YEAR

15th
ANNIVERSARY

15周年
特別企画

ありがとう15周年！

札幌から全世界へ発信、素晴らしい短編映画を

ハリウッド・ムービー・
マスタークラス

竹内宏彰

◉チケットの
購入はこちらから
TICKET

本映画祭の国際審査員を務めるお二人
のオンラインイベントを開催します。業界
で働きたい方、
ファンには見逃せない15
周年にふさわしいスペシャルイベント。

ベッツィー・バウアー

Hiroaki Takeuchi

ミヨーミヨー

3,434

円(税込)

オンライン／人数限定

10

14

Betsy Bauer

アニメーションプロデューサー
（日本)

フィルムエディター
《Weta Workshop》
( ニュージーランド)

映画『マトリックス』のア
ニメ版
『アニマトリックス』
のハリウッド共同製作や、
『鉄コン筋クリート』(CG
版)、
『ほしのこえ』、
『セン
コロール』
など数々のアニ
メ作品に関わる。

『ロード・オブ・ザ・リング』
（ピータージャクソン監督
の映画三部作）
で有名な
視覚効果・アニメーショ
ン の プ ロ ダクション
「 Weta Workshop 」の
フィルムエディター。

10

水

16

金

今年はオンライン＆リアル会場で！
新型コロナウイルス感染症の影響で、今、世界中の映画祭が延期やオンライ
ン開催になっています。今年15周年を迎える
「札幌国際短編映画祭」
もイン
ターネット上でのオンライン開催を決定しました。世界 108 の国と地域・
3,873 作品の応募（過去最多）の中から選ばれた、世界 34の国と地域・約
100作品をオンライン・リアル会場で上映します。
これらの作品は、審査員による審査（コンペティション）
を経て、
グランプリほ
か各アワードが決定されます。
また、審査外（アウトオブコンペティション）作品
も多彩に揃い、見応え満点のラインナップでお届けします。

おばけの
マールも
15周年

https://sapporoshortfest.jp/

1,515

円
︵税込︶

イコーイコー

で約100作品を観放題!!

10月10日
（土）
-31日
（土）

いつでも、
いくつでも、
なんどでも！ 期間中は好きな時間に
好きなだけ観放題！スマホやタブレットで1人でも、家族や、
仲間を集めての視聴もOKです。

オンライン上映パスポート

〈期間中観まくり放題〉
イコーイコー

TICKET

1,515

◉チケットの購入はこちらから

円(税込)

❶電子チケットサービス
「PassMarket」
にて
『オンライン上映パスポート』
を購入。
❷購入時に使用／入力したメールアドレスに
「購入明細書／注文番号」
が届きます。
❸映画祭HPの視聴ユーザー登録ページで
「注文番号」
と氏名などを登録してアカウントを作成。
❹
「第15回札幌国際短編映画祭／
オンライン上映会場」
に
ID、パスワードでログイン。完了

P5

月18日
（日）
特別上映会 10
◉場所:札幌文化芸術劇場 hitaru クリエイティブスタジオ

特別上映会 1プログラム
TICKET

1,500

◉チケットの購入はこちらから

世界34の国と地域・約100作品
スタッフの注目作品①

森のこどもと聖なるヒゲオヤジ

リ・テウン監督 |24:26| 韓国

ディレクター

島田 英二

アーウィン・スティーブン監督 |09:34|UK

インター
ナショナル
コンペ

スタッフの注目作品③

オンライン上映に含まれない未公開作品や、今年新設したジャパンプレミア
（日本初公開）作
品、
グランプリほかアワード作品を一気に見られる受賞作品プログラムを最高の環境で楽しめ
ます。
（各プログラムは約90分）
◉チケットは、
電子チケットサービス
「PassMarket」
、
札幌市民交流プラザ チケットセンターにて販売

スタッフ

倉本 浩平
◉詳細は
こちらから

10月14日
（水）
-17日
（土）参加無料

映画の世界をもっと身近に、
もっと面白く。
さまざまなライブイベントを開催
国内外から監督や俳優を招いてのトークライブや、予告編を見ながら映画祭スタッフによる作
品紹介、特別作品上映など、参加無料のライブイベントを多数開催します！
※ハリウッド・ムービー・マスタークラスは有料となります。

世界のアニメ映画祭
の大賞を総なめにし
た山村監督 最新作！
一世を風靡した葛飾
北斎と肩を並べた浮
世絵師「鍬形蕙斎」
の物語。歴女に歴男必見！ 蕙斎
が描くキュートな動物たちがのったり動き出す！

映画祭を15倍楽しく！
あなたのおうちを劇場に！
「おうちdeシネマ」
を楽しむ方法
※鑑賞方法の動画はオフィシャルサイトでご覧ください。

深い森の中猟師は奇
妙な生き物に遭遇す
る。
彼を撃ちぬいた先
に、生気に溢れた世
界が広がっていた。
ギャグのような強烈な絵のタッチでありながら、
考
えさせられる混沌ブラックユーモアファンタジー

特別
プログラム
「酔っ払い」

スタッフの注目作品④

ビヨンド 能

山村浩二監督 |10:19|日本

大きなスクリーンでもやっぱり観たい！
今年度の受賞作品などぎゅっと凝縮した4プログラムを開催

スタッフ

常松 英史

ゆめみのえ Dreams into Drawing

円(税込)

オンラインライブイベント

スタッフの注目作品②

板門店のエアコン

韓国と北朝鮮の軍事
境界線・板門店で韓
国のエアコン修理工
が呼び出される。
どう
やら室外機が壊れて
いるらしいが、
それは北朝鮮側にあった。政治ネタを
爆笑コメディにまとめあげた秀逸な一本！

札幌国際短編映画祭、
NoMapsスタッフが選ぶ
注目作品をご紹介！

パトリック・スミス監督 |03:00|USA

ナショナル
コンペ

今 年の N o M a p s の
テーマも
「beyond」
！
日本の能面から始ま
り、世界各地の3,475
枚もの多様なお面が
登場するリズミカルな3 分間のアニメーション。能面
広報スタッフ
山岸 奈津子 を通じて世界の文化に触れる小旅行へ！

インター
ナショナル
コンペ

❶ 部屋を暗くして鑑賞しましょう！
❷ できればテレビやプロジェクターなどの大画面で！
❸ 一人で観るもよし。素敵な家族や仲間と一緒に観るもよし！
食べ物や飲み物を用意！
❹ ピザやビールなど、
❺ 鑑賞後は、映画祭のオンラインライブイベントに参加してワイワイ！

最新情報・詳細は、札幌国際短編映画祭オフィシャルサイト
（ https://sapporoshortfest.jp/ ）をチェック！
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