各位

映画『ひめゆり』自主上映のご案内
拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
この度は、ドキュメンタリー映画『ひめゆり』の自主上映をご検討頂きありがとうございます。
十代で戦場に動員された少女達。亡くなった方、生きのびた方の言葉からにじみ出る
抱えきれないほどの想いを伝えたい・・・。 映画として生まれ出た『ひめゆり』を幅広い
世代に届けたいと願っております。
この映画は、ひめゆり学徒が戦場に動員された日である（2007 年）3 月 23 日より沖縄にて
封切り。以来、全国の劇場と市民団体による自主上映の輪が広がりました。そして４年目の今年も
上映は続いています。
どうぞ、映画『ひめゆり』が、皆様の地域で一人でも多くの方に届きますように。
お力添えを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

下記書類をお送り致します。内容をご確認ください。
■ 映画についての資料
・ チラシサンプル
・ 長編ドキュメンタリー映画「ひめゆり」自主上映のご案内
I.

料金などのご案内

II. 上映申し込みのご案内
III. 映画の準備から上映後までのお願い
IV. 広報用印刷物・委託販売品のご案内

・ 映画『ひめゆり』製作意図 （柴田昌平監督）
・ 映画『ひめゆり』に寄せて （ひめゆり学徒生存者

本村つる）

・ 映画に寄せられた感想
・ 映画紹介掲載記事など
■ お申し込み関係書類
お申し込みは 1.上映に関する規約 および 2.上映申込書にご捺印の上、郵送してください。
１．上映に関する規約（ご担当者のご捺印）
２．上映申込書（代表によるご捺印）
※

一般向け上映会は（公開上映会）申し込み用紙をお使いください。

※

組織内部の上映会は(非公開上映 学校内等) 申し込み用紙をお使いください。

３．宣伝材料/販売品 ＦＡＸ発注書

お問い合わせ：映画「ひめゆり」を観る会
（プロダクション・エイシア内）
大兼久由美（おおがねく）

プロデューサー

上映・配給

中川

〒202-0015 東京都西東京市保谷町 2-7-13
TEL 042-497-6975 FAX 042-497-6976
映画「ひめゆり」HP http://www.himeyuri.info/
himeyuri@asia-documentary.com

長編ドキュメンタリー映画『ひめゆり』自主上映のご案内
映画『ひめゆり』を通し、ひめゆり学徒生存者の想いをひとりでも多くの方に伝えたい、
との願いを込め、自主上映会の申し込みを受け付けています。
皆様の町で、学校で、仲間での上映会を企画して下さる方のご連絡をお待ちしています。

I.

料金などのご案内

【映画『ひめゆり』基本料金（貸出料）】

（カラー・２時間１０分）

市民団体、学校や組合での上映料金です。
※企業、及び自治体における上映は直接お問合せ下さい。

上映媒体

１回目上映

同日２回目以降各回

DVD

１０万円（税込）

５万円（税込）

○ 同日に２回以上の上映をする場合、２回目以降は基本料金の半額が加算されます。
○ 日をまたいだ上映は基本料金×日数分の請求となります。
○ 学校の体育館など空調や上映環境が悪い中で上映をしなければならない場合、視聴覚室等
の小規模の会場で、回数をわけることで環境が改善される場合は上映料金についてご相談
ください。
○ 過疎地域などの小規模校は上映料金についてご相談ください。
○ 上記は映画の貸し出し代金です。機材は上映団体でご用意下さい。
○ ＤＶＤ発送・返却時の宅急便代、上映料金の振込手数料はご負担下さい。

II. 上映申し込みのご案内
【お申し込み前のお願いとご注意】
○ 入場料無料の一般のお客様を対象にした上映会は（原則）お断りしています。チケット料
金は、他の上映会のチケット販売への影響に配慮し、大人（前売価格）最低￥1000 以上の
設定をお願いします。学生、子供料金は自由に料金設定してください。
○ 学校内やサークル内勉強会など、一般の方が参加されない無料上映は問題ございません。
○ 上映予定日、上映会場が他の団体と近い場合は、日程調整が必要になる場合があります。
会場を予約される前に、映画「ひめゆり」を観る会事務局へ上映候補日を必ずご相談ください。
【上映申し込み】
正式にお申し込みをされる前に必ず会場や日程などをご相談ください。
お申し込みは所定の下記①、②にご捺印いただき、郵送でお申し込みください。
① 「長編ドキュメンタリー映画『ひめゆり』上映申し込み書」
② 「長編ドキュメンタリー映画 『ひめゆり』の上映に関する規約」

III. 映画の準備から上映後までのお願い
【会場選び】
○ １０００人規模の大ホールでの上映は、画質・音質の点でお薦めしておりません。
○ 暗幕で覆うなど、特にスクリーンの近くが暗くできる会場をお選びください。
○ すべての席から画面の下部の字幕まで読むことができる会場をお選びください。
（特に会場
が平らな会議室などの場合は前の人の頭でスクリーンの下部が遮られますのでお気をつけ
ください。
）

【メディアの貸出と返却】
○ 上映日の２日前に到着する日程で、指定の場所へお送りします。
○ 上映会の終了後、翌日までの発送で、宅急便にてご返却下さい。
前２日
←DVD 到着→

前日までに

上映会

←上映前テスト→

後１日
←DVD 返却（発送）→

【DVD の到着】
DVD の到着は、原則上映日 2 日前までの到着となります。実際に上映に使う DVD 再生機で事前
テストを行ってください。２日より前に DVD の到着をご希望される場合は恐れ入りますが事務
局までご連絡ください。

【上映前テスト】
実際に上映の際に使用するＤＶＤデッキで、作品全体（2 時間 10 分）を通常速度で再生し、音
と映像の乱れがないか確認をされることをお薦めします。再生機と DVD の相性により稀に再生
されない場合があるためです。DVD 再生機の不具合が起きた時に備え、予備の再生機をご用意
されることを推奨します。テストをされる場合はお届け日をご相談ください。
貸出し期間中の 著作権、肖像権の保護ご協力のお願い
『ひめゆり』上映に関する規約」でご署名いただいた通り、作品の著作権の保護、特に DVD が
複製されないように上映規約に署名した方の責任において厳密な管理をお願いします。

【DVD 返却】
DVD は、ダンボール等で十分な補強をして追跡可能な宅急便、宅配便で翌日までに発送をお願
いします。発送料金は上映団体でご負担ください。

【お支払・精算方法について】
○ 上映基本料金やチラシ代金、送料などを DVD 発送時にご請求申し上げます。
○ 上映当日、パンフレットなどの委託販売をされる場合は、返品数をアンケートに
ご記入いただき、数を確認させていただいたうえで、後日上映基本料金などと一緒に
一括ご請求申し上げます。
○ ご請求は受け取りより 10 日以内に指定口座にお振込みをお願い申し上げます。
＊お支払いの際の振込手数料は上映団体様のご負担でお願い申し上げます。

IV. 広報用印刷物、委託販売品のご案内
【広報用印刷物】
宣伝材料

税込単価 （円）

発注単位

備考

チラシ（Ｂ５）

６円

１００枚単位

ポスター（A２）

1００円

５枚単位

ポストカードﾞ（３枚１組）

８５円

３枚単位

縦 594mm 横 420mm

○チラシ
裏面下 3 センチの余白部分に上映日時などを各団体で印刷してお使いください。
○ポスター
チラシ（表）と同デザイン サイズは２種類
○ポストカードﾞ チラシ（表）と同デザイン ３枚一組で３枚ごとにビニール袋に梱包ずみ。
ポストカードはバラでもご購入いただけます。

※上記料金のほか送料をご負担下さい。
※各種宣伝用印刷物は「自主上映会宣伝材料/販売品

ＦＡＸ発注書」でお申し込み下さい。

【委託販売物】
映画の理解を深めていただき、広報にもお役立ていただける販売品のご案内です。
準備期間中や上映当日に販売いただき、取り扱い手数料は上映団体の収入にしていただけます。

（委託販売物・卸価格表）
販売物

A 販売価格
（税込）

B 取扱い手数料

C 卸値

備考

（上映団体利益）

パンフレット（B５ 64 頁）

８４０円

１２６円

７１４円

缶バッジ （直径３cm）

１００円

１５円

８５円

白、青（濃、淡）、緑

ポストカードﾞ（３枚１組）

１００円

１５円

８５円

バラ売り可

１８９０円

２８３円

１６０６円

『フィンランド・森の精霊
と旅をする』 （横長 19X
13cm 127 頁）

映画の全ての証言を収録

ひめゆり監督柴田昌平によ
る翻訳の書籍

※上記料金のほか送料をご負担下さい。
※「自主上映会宣伝材料/販売品 ＦＡＸ発注書」でお申し込み下さい。
※委託販売物のサンプルをご希望の場合はお申し付けください。

【ご精算と返却について】
○ 上の表の A 販売価格より B 販売手数料（15%）を引いた C 卸値で販売物をお渡しします。
販売手数料は上映団体の収入となります。
○ 販売された分のみ後日ご請求致します。残った販売物は事務局へ返品が可能ですが特に書
籍は丁寧にお取り扱いください。
○ ご返却時に別紙アンケートに返却数をご記入の上、上映メディア（DVD）と一緒にお送りく
ださい。精算は返却数をこちらでご確認させていただき、上映料金と一緒に請求書をお送
りさせていただきます。
○ 販売物の行き帰りの送料および、お支払いの際の振込手数料は恐れ入りますが上映団体様
のご負担でお願い申し上げます。

