


第25 回東京国際映画祭コンペティション[観客賞]受賞!|

交通事故による高次脳機能障害で記憶が消えてしまう

ディジュリドゥ奏者GOMAの華麗なる復活を描く、

革命的3D ドキュメンタリー!

凄かった。

uによって記憶の府を~せる新たな:手法。

今の記憶を失ってしまう未米のI分に向けての、l

今からの音の透明な熱コ、，.が心をつかむ。

一一いとうせいこうlmIIIII 山 II川 Il)

Ilikethisfilmverymuch!
一一一ロジャー・コーマン[IJj央|川

記憶の映闘を描くことで、松江哲明監督は、 l
クリストファー・ノーランの千分のーの予算で、 l
III: 界第咋.ら、コらに先へと ll~ぴ:H した。

~託行本人が 31) じゃないか， ,

~央 1 111 ; の州政は、こ υのIt作~午|ド:江l川 UのI川f~j凶Iυ，悩|

一一ノ氷lIJ辺ι焔.上

mJ]則的で先鋭~句なIII ド、キュメンタリーは E

H 今と IIの-乞紡く、タイムマシン"のよう。

C;()l¥ilAj んがどんなに.を，忘れていっても E

|映-見る人が!IIえるたび、彼に川河やn引を IIぃE

Ill)日くした11II1立は他の IIIかのnで /I:~ 続ける刊。

心{こ中~R る人IBマイベストムーヒ、、-0

このタイムマシンはIE央lIIIJば[Iで、しか采 II 不

一一ーまっゅう .γーテイスト/日ル ノ III 力一:

1m文{をlIlIIIIIl士、‘lIB文tIlDDIょをtIllし、カ・けるようなことばからして 3 ましプム.

'JUi<.(IJijωIIよかn 米ていたことはまた絶 ιIII こu 米るようにならたい、 目

と足i、し、ながら mil て 3 ましプよ7 でもこ ω DaBを?dl て、 目

今ωIIよで IIみuせる析しい Ill:'が(こ...，ってI)でへで 3 そうな IBがします目

一一-G() lVIA

交通事故による高次脳機能障害で l
記憶が消えてしまうティシュリドゥ奏者GOMAはl

知何にして生きる希望をつかみとったのか?

司

イ本!H作IIIはま、 fが杓t村!凶必Dυωtil恒仏I吹i戊文ででIIIぶjド;欠幻川!リm可wド主射m自j住削削E日出|ドIfi市Iぷ川ソIりIaを01しい，サIEたJ デ イ ジジ.ユリ ドウ 7ア，一テイ ス lト、(IIIJ九m九l~νυω)

リハビリ!則mil川iリ!の J円tり庁引I汁，悩|

gにによ，つ』てレイア一工式ににスクリ一ンに 1'~~lill: してl1JHlJj代氷山ωDI ド、キュメンタリー~央E

rIIDlて‘ある O 事故以mのIIIJII川敏でr.tIIli1f1B人nをなぞっ 1.: 後、~央lIID1は交mlIlfIII唱

勺 I のlI.tDmと実・すみえ ωDIIJから ..にサスベンスのHHlIとなら、IIID ヘヵ

'H ，氏後 lこ突発的 lこ-始めたイラストやγニメーションなとを{由って大 Ijl!( こlUIJ.fIiI

れ、 III本!倹ソcーンへと似る行を.ていく

ドキュメンタリー監督・松江哲明の|

大胆不敵なIDJ映画革命!

l シーン 1 カ‘ソトRlで1Mし、 1.:.' ライブサーソ101Iでj"I':~ 1I央lIIIIJとし、うシ γ ンルに WI汁.

!IWW._""ωJはねi 保[I・にして、III州|仰心III本を七 III から-せら iばE

nから鱗"な u・がここに..した本 rnにおける i リ mは n純に fl~r.AII\ す fl~0吐iE

3 なし・とし・うだけではなく、テロヴフ( ↑IIBI 、ライフ1川魚( J!l(I:) 、 RIIIII 過去)...

それら乞レイア一式に|叩 Ii!，:し、号 lrh サラウンドも 11めて、そ ω|赴-に制'Iが ~I)I

3 込む UJ に ~1:I~j t)-c\.、る DAIRB 、 III 糸打 ω インタヒ 1 ー!IJぜ付なとを Em し、rI点 I 記

I'I'~ (こ(;()I\ IA&'\'I ，じlIIIIl日.ミ 111II ........ω ライフ11Im守引央 I刊十五(コ γ) に.

てし・る ωにも-したい心 ωDID 正に予~く 1!;U~f ， rl'~なリス J、は、しい〉しか川fBIな II へE

とP.MftlII変え、デ fν ュリトゥ ωIt は.起を紙てlIfHmえるllIJIIII ω D!に、 'Lv)

III 引を11m起こすか ω ょうである

東京国際映画祭コンペティション史上初の

ドキュメンタリ一作品として選出!

そして、[観客賞]受賞の快挙!

本作は、UIJIOIIIm央lIIIJIiIれまって IIJ 米、ドキ 1 メンタリーで初 ω コンへテ f シ 1 ン(こ E

選UIII'lJイ m数ω1mを1mコ え、 gj ド炉4引| 制制 l従

(I[ftUl1Jはま~如如 k泊川II]川~和川 l日吋II にして II而百 ιII 引|を〆つ J 泊かI!Mみ井と，リ) 1~ω 治、?そし℃、 lトドイJ匂キ-ユ L メン タリ一 lり町g店i;(

jハ江川|仁川 I刊仰1可引引判f打刊川II]附川 lり川!月 j は、詑プた J過 J去;となら11III悩む ω泊か‘ lら川〉訂リ i討i
l

]以えてし詑う[IIIDJlへ 1ννω 〉川泊か‘けがぇ ωない ..ピ ~

どうやってがIfかせたωか?こω 、 I と上{と心で体感すベト小-ドキ1 メンタB孟E

は、~央[llli向IIIこ Malんだ制'併たむに、'I民にならなし、l映rIIIIJ体験をもたらすだろう

監督松江哲明(トーキ司ートリフ夕、ライフテープ、重貞をフ口テ」ース)ブ口テl ーサー・高根順次損能監督f3RT1Il効宋渡辺知憲編集:今井大介L 機動戦士カンタムユニコン ヌレンスアフタ斗」ム」圃

アニメーシ1ン:諸井IJ害健治 整音.山本タカアキ(乱暴と待機、~サイタマノラソ!&lーシリース\i婚前特急)配給・宣伝SPOTTEDPRODUCTIONS 製作・宣伝 SPACE SHOWERNETWORKSINC ・

2012 年日本rJmi'IIi1 カラiiM\iJiD:i.PM1W II*=1.1 f4!..9~1. 1t.'I.] :J ~"'I~i ;1W"4'. i1iJm1 N..i ¥l ..i.i.i 雪S·JP

2013.1 月下旬より

全国順次 3D 上映!

裏新宿バルト 9 1/19.......2/1

需横浜ブルク 13 1/19.......2/1

蚕梅田ブルク 7 1/19.......2/1

事 T ・ショイ京都 1/19.......1/25

富 T ・ショイ博多 1/19.......2/1

広広島バルト 11 1/26.......2/1

語 T ・ショイ新潟万代 1/26---2/1

君名古屋シネマスコーレ 1/19---

*詳細は各劇場までお問い合わせください。

*2D 上映は公式 WEB サイトをご覧下さし、。


