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東京アニメアワードフェスティバル 2015

『コンペティション部門』長編アニメーション部門
ファイナリスト 5 作品がついに決定！
アカデミー賞ノミネート作品他、世界のアニメーションの最先端ＴＡＡＦに集結

© MELUSINE PRODUCTIONS – MELON DIGITAL S. L.
– R&R COMMUNICATIONS INC. – THE BIG FARM

©Cartoon Saloon, Melusine Productions, The Big Farm, Superprod, Norlum

© Nukufilm

東京アニメアワードフェスティバル（ＴＡＡＦ）は、アニメーションの振興を目的とした国際アニメーション
映画祭で、２０１５年は、３月１９日～２３日に開催いたします。この度 本映画祭の「コンペティション 長
編アニメーション部門」のファイナリスト作品が決定となりましたので、発表いたします。
作品名

監督名

上映時間

製作国
ルクセンブルグ／スペイン

『 Extraordinary Tales (原題) 』

Raul Garcia

67 分
／アメリカ／ベルギー

『 Jack et la mécanique du coeur
英語：『Jack

(原題)』

and the Cuckoo-Clock Heart 』

Stéphane Berla

94 分

フランス／ベルギー

Mathias Malzieu

『 Lisa Limone ja Maroc Orange tormakas
armulugu (原題) 』
英語：『

Lisa Limone and Maroc Orange; a Rapid

エストニア／

Mait Laas

72 分
フィンランド

Love Story 』

『 MUNE (原題) 』

Alexandre Heboyan

85 分

フランス

Benoit Philippon
アイルランド／ルクセンブ

『 Song of the Sea (原題) 』

Tomm Moore

93 分

ルグ／ベルギー/フランス／
デンマーク

ファイナリスト作品には、日本時間 2 月 23 日に発表される第 87 回アカデミー賞の長編アニメーショ
ン賞部門ノミネート作品を始め、世界のアニメーションの最先端の話題作が並んでおります。
このファイナリスト５作品は、東京アニメアワードフェスティバル 2015 の会期中に「ＴＯＨＯシネマズ
日本橋」にて、一般の方へ向けた上映、および国際審査員による本審査を経て受賞作品の決定を行
い、3 月 22 日（日）に行われる授賞式にてグランプリ、優秀賞、他各賞を発表いたします。

Ｐｒｅｓｓ Ｒｅｌｅａｓｅ
コンペティション部門（長編アニメーション） ファイナリスト作品紹介
タイトル：
『 Extraordinary Tales (原題) 』
監督：Raul Garcia
製作国：ルクセンブルグ、スペイン、アメリカ、ベルギー／上映時間 67 分

エドガー・アラン・ポーのミステリー5 作を原作としたオムニバス
作品。『パシフィック・リム』の監督として知られるギレルモ・
デル・トロや、ジェームズ・キャメロンを初めとする有名監督を
輩出したロジャー・コーマン、
『眺めのいい部屋』で人気を博した
ジュリアン・サンズなどが声優として豪華に彩る話題の一作！

© MELUSINE PRODUCTIONS – MELON DIGITAL S. L.
– R&R COMMUNICATIONS INC. – THE BIG FARM

タイトル：
『 Jack et la mécanique du coeur (原題) 』
英題：『 Jack and the Cuckoo-Clock Heart 』
監督：Stéphane Berla, Mathias Malzieu
製作国：フランス、ベルギー／上映時間：94 分

『レオン』、
『フィフス・エレメント』などの監督として知られる、
リュック・ベッソンがプロデュースしたファンタジーアニメー
ション。史上最も寒い日に生まれてしまったため、心臓を時計に
替えられてしまい、怒ったり、興奮したりすることが許されない
主人公、ジャックの切ないラブストーリー。

No Image

タイトル：
『 Lisa Limone ja Maroc Orange tormakas armulugu (原題) 』
英題：『 Lisa Limone and Maroc Orange; a Rapid Love Story 』
監督：Mait Laas
製作国：エストニア、フィンランド／上映時間：72 分

パペットアニメーションの最高峰と名高い、Nukufilm が
生み出した珠玉の作品。
自由を求めて世界を旅する勇敢だが、貧しいオレンジ・ボーイと、
裕福なケチャップ農園の娘のレモン・ガールが禁断の恋に落ちる、
フルーツ版の「ロミオとジュリエット」コミカルな

ミュージカル仕立てになっており、ご家族でお楽しみ頂ける一作！

© Nukufilm

タイトル：
『 MUNE (原題) 』
監督：Alexandre Heboyan, Benoit Philippon
製作国：フランス／上映時間：85 分

『カンフー・パンダ』や『アズールとアスマール』の
制作にも参加した、アレクサンドラ・ヘボヤンが監督をした
フランスアニメーション業界、最新の 3DCG による
３D（立体視）アニメーション。

月の番人と太陽の番人、月の番人に恋をしたキャンドルが
織り成す、おしゃれでちょっぴり切ないラブストーリー
大切な人と一緒にご覧頂きたい一作。

© 2014 Onyx Films – Orange Studio – Kinology

タイトル：
『 Song of the Sea (原題) 』
監督：Tomm Moore
製作国：アイルランド、ルクセンブルグ、ベルギー、フランス、
デンマーク／上映時間：93 分

本年の『第 87 回アカデミー賞・長編アニメーション賞部門』
グランプリ最有力候補。
日本のアニメーションに強く影響を受けたトム・ムーア
ならではの美しい映像と美しいケルト音楽のシンフォニーを
存分にお楽しみ頂ける作品。

©Cartoon Saloon, Melusine Productions, The Big Farm, Superprod, Norlum
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【東京アニメアワードフェスティバル 2015 会期中のスクリーニング上映について】
東京アニメアワードフェスティバル 2015 では、コンペティション部門のノミネート作品、その他特別プ
ログラムをＴＯＨＯシネマズ 日本橋にて一般上映をいたします。本リリースで紹介させて頂きました「コ
ンペティション部門」のノミネート作品につきましても、全て一般向けの上映が行われます。日本では公
開が決定していない作品も多く、大変貴重な上映となります。
またＴＡＡＦ2015 会期中には、「コンペティション部門」のノミネート作品の上映以外にも、国内外の多
くのアニメーション作品の特別上映や、ゲストの来場も予定されております。つきましては是非、貴媒体
の読者様・視聴者様に本上映をご案内頂けますようお願い申し上げます。

※ ＴＡＡＦ2015 の上映スケジュールは追ってご案内させていただきます。
※ チケットは、２月２８日より、順次発売を予定しております。
※ チケットの発売はＴＯＨＯシネマズ インターネットチケット“ vit ”にて行います。

ＴＯＨＯシネマズ インターネットチケット“ vit ”

http://www.tohotheater.jp/vit/

【 東京アニメアワードフェスティバル 2015 開催概要 】
■会期： 2015 年 3 月 19 日(木)～ 3 月 23 日(月)
■会場：ＴＯＨＯシネマズ 日本橋
■主催：東京アニメアワードフェスティバル実行委員会／一般社団法人 日本動画協会
■共催：東京都
■後援： 外務省、観光庁、経済産業省、文化庁、中央区、国際交流基金、日本政府観光局（JNTO）
日本貿易振興機構（ジェトロ）、イスラエル大使館、カナダ大使館、ナショナル・フィルム・ボード・オブ・
カナダ（カナダ国立映画庁・NFB）、ハンガリー大使館、フランス大使館

ＴAAF2015 では、イメージネットをつかって素材の提供を行っております。
ご希望の場合は登録を頂けますようお願い申し上げます。

「image.net （http://www.image.net）」
イメージネットの登録方法・利用についてのお問合せは、
下記、イメージネット サポートセンターまで

TEL: 0120 167172

「東京アニメアワードフェスティバル」公式ＷＥＢサイト

http://animefestival.jp/

