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●LGBTコミュニティで最古のイベント

来年（2018年）で第27回目を迎える、日本のLGBTコミュニティ最古のイベントの一つです。

LGBTをはじめとするセクシュアル・マイノリティに関する、ドキュメンタリーから劇映画、あるいはエンターテインメントに徹したミュージカ
ル映画まで、ジャンルや題材に関わらず優れた作品を世界中から幅広くセレクションし、上映してきました。

●日本で唯一無二の大規模LGBTエンターテイメント

現在、世界中で多くのゲイ・レズビアン・フィルムが製作されており、最近は日本で一般に劇場公開される作品も増えてきました。

しかし、それは残念ながら全体のほんの一部に過ぎません。当映画祭では、世界中の映画から優れた作品を選んで上映すると同時に、
劇場公開されにくいドキュメンタリーや短編作品をも紹介しています。

また、公開が決まった作品を特別先行プレミアとして、監督や出演者のトークやパフォーマンスも併せて上映するスタイルも定着してきており、
大きな話題を集めています。

2015年には運営母体としてNPO法人レインボー・リール東京を設立しました。それに伴い映画祭自体の名称を「東京国際レズビアン＆ゲイ映画
祭」から「レインボー・リール東京」と改め、セクシュアリティと文化活動の架け橋となるべく、一層励んでいます。

What’s RRT(TILGFF)?
レインボーリール東京(東京国際レズビアン&ゲイ映画祭)とは？①
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●あらゆる人々が参加し、「笑って、泣いて、さらに考える」お祭りです

当映画祭は世界でも有数のセクシュアルマイノリティの映画祭でありながら、世界でも類を見ないヘテロセクシュアルにも支持されている映画
祭です。映画祭調査の来場者アンケートでは約1/3がヘテロセクシュアルの来場者で、セクシュアリティの壁を越えて共に笑い、泣き、感じ、考
え、楽しめるイベントとなっています。

当映画祭は原則として参加に年齢制限を設けておらず、老若男女あらゆる人が参加して楽しめる映画祭を目指しています。

●映像を通してLGBTを可視化、LGBT文化の楽しさを広めていきます

今日、日本でも自分のセクシュアル・アイデンティティを受け入れ、カムアウトする人が増えてきています。それに対する周囲の人々や社会の
理解も急速に深まっています。

私達はその時にこそ、さらに多様なレズビアンやゲイの姿、ライフスタイル、家族や友達、社会との関係の様々なあり方の映像を通して模索し、
紹介していくことに大きな意義があると考えています。

What’s RRT(TILGFF)?
レインボーリール東京(東京国際レズビアン&ゲイ映画祭)とは？②
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●名称：第27回レインボーリール東京（東京国際レズビアン＆ゲイ映画祭）

●主催：レインボー・リール東京運営委員会 NPO法人レインボー・リール東京

●期日：2018年7月13日（金）～16日（月祝）@スパイラルホール（350席・表参道）
7月 7日（土）～ 8日（日） ＠東京ウィメンズプラザ（246席・表参道）

●観客動員数：約5,000名（見込み）

●内容(予定) ：
☆セクシュアリティをテーマにした映画の上映

劇映画、ドキュメンタリー、短編集、公募作品コンペティション
☆関連テーマのトークショーやシンポジウム等の開催
☆上映作品の監督やキュレーターの招聘 など

Outline
第27回 開催概要

ホワイエスパイラル・ホール 会期中はSpiralのビルに虹色の旗が掲げられます。
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１．パンフレット広告
２．Webバナー広告
３．シネマアド（上映前広告映像）
４．ブースレンタル（委託販売可能）
５．会場壁面 etc…

上記以外にも様々なプランをご用意しています。
次ページ以降の様々なイベントも今年も企画中です。ご協賛
など別途ご用意していますので、お問い合わせください。

Sponsor’s plan
協賛プラン

↑第26回パンフレット（左；裏表紙、右：表紙）

↓第26回公式Webサイト

ブース
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Pre-show/Post-show Events
上映関連イベント（第26回）

 オープニングイベント

オープニング作品『僕の世界の中心は』上映前に、司会役としてホラー系ドラァグ
クイーン・ライター・脚本家のエスムラルダさん、ゲストとしてマンガ家／ゲイ・
エロティック・アーティストの田亀源五郎さんをお迎えし、トークイベントが行わ
れました。

 舞台挨拶

スパイラルホールにて3日目に上映された『きみは海』では、高橋知子監督と、出演者の山本月乃さんと和川美優さん、
そして映画ライター・よしひろまさみちさんが、（右）

同じく3日目に上映の『たぶん明日』では、サマンサ・リー監督が、（左下）

最終日4日目上映の『私はワタシ ～over the rainbow～』では、企画・キャスティング・プロデューサーの東ちづるさん
と、増田玄樹監督がそれぞれご登壇され、舞台挨拶やトークショー、Q&Aセッションなどが行われました。（右下）

 クロージングイベント

「レインボー・リール・コンペティション」および、クロージング作品『17歳にも
なると』上映前のトークショーでは、司会役として女装パフォーマー／ライターと
してご活躍中のブルボンヌさん、ゲストとして映画ライター・よしひろまさみちさ
んがご登壇されました。
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Pre-show/Post-show Events
上映関連イベント（第25回）

 オープニングイベント

オープニング作品『サマータイム』の上映前に、タレント・文筆家としてご活躍中
の牧村朝子さんと、映画祭代表の宮沢英樹とのトークイベントが行われました。
牧村さんご自身と映画祭との関わりについてのエピソードや、カミングアウトの
きっかけなどについてお話しいただきました。

「LGBTを歴史から学び、悲しい歴史をこれから繰り返したくない。石を投げ合う
ようなことはしたくない。」という強い将来の夢・決意を感じさせる牧村さんのお
話に、思わず胸が熱くなる、25年目にふさわしい素晴らしい幕開けとなりました。

 舞台挨拶

スパイラルホール二日目に上映された『西北西』の舞台挨拶では、中村拓朗監督、プ
ロデューサーの汐田海平氏がご登壇。監督からは、この映画を撮るきっかけについて
語っていただきました。

スパイラルホール三日目に上映された『ハイヒール革命！』では、主演の真境名ナツ
キさん、ドラマパートで見事に中学・高校生時代のナツキを演じ切った濱田龍臣さん、
そして古波津陽監督が登壇。登壇された御三方からは、作品に込めた思いをお話しい
ただき、真摯な姿勢が垣間見える素敵な舞台挨拶となりました。

 クロージングイベント

クロージング作品『パリ 05:59』の上映前に行われたイベントでは、司会役として
ホラー系ドラァグクイーンのエスムラルダさんが登壇。コミュニティセンターakta
のセンター長、マダム ボンジュール・ジャンジさんと、同じくaktaでコンドーム
配布などの活動をされているDELIVERY BOYSの皆さんをゲストに迎え、宮沢代表
を交え、トークイベントを行いました。

aktaの活動内容や、最新のHIVに関する動向についての話と合わせ、TENGA様から
ご提供いただいたコンドームを、DELIVERY BOYSの皆さんが会場内のお客様全員
に配布するというサプライズも。
映画祭の締めくくりとして大変ふさわしく、また意義深いイベントとなりました。
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参考）第26回 実施データ：開催概要

■協賛ブースの当日の様子

名称：第25回レインボー・リール東京 ～東京国際レズビアン＆ゲイ映画祭～
（The 25th Rainbow Reel Tokyo ～Tokyo International Lesbian & Gay film Festival～）

日時：2017年7月8日(土)-14日(金) ／ 2017年7月14日(金)-17日(月・祝) 全10日間

会場：シネマート新宿（新宿区新宿3丁目13番3号 新宿文化ビル6Ｆ）
スパイラルホール（東京都港区南青山5-6-23）

主催：レインボー・リール東京運営委員会 NPO法人レインボー・リール東京

協賛：アフラック／アルファ ロメオ／AIGグループ（AIU保険、富士火災、アメリカンホーム保険など）／特定非営利活動法人 HIVと人権・情報

センター／L&G Timpani／LGBT ファイナンス（ウェルズ・ファーゴ証券株式会社／J.P.モルガン／シティ／野村證券株式会社／バークレイズ／バ
ンクオブアメリカ・メリルリンチ／ブラックロック・ジャパン株式会社／ブルームバーグ エル・ピー／みずほフィナンシャルグループ／モルガ
ン・スタンレー／UBSグループ）／オフィスコトウ／キャサロス／株式会社幻冬舎コミックス／ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社／ソフ
トバンク株式会社／同性婚の法制化プロジェクトチーム／株式会社 TOOT／9monsters／中村キース・ヘリング美術館／News Café／株式会社
NOLASAPS／はりまメンタルクリニック／株式会社 ルピシア／REACH Online 2015-2017／ミュージカル『RENT』

協力：Asia Pacific Queer Film Festival Alliance／大阪アジアン映画祭／シネマート新宿／株式会社シンカ／有限会社 スタンス・カンパニー／

日本映像翻訳アカデミー(R): English Clock／株式会社 ワコールアートセンター

後援：アイルランド大使館／アイルランド・日本外交関係樹立60周年記念事業／カナダ大使館／ゲーテ・インスティトゥート 東京ドイツ文化セ

ンター／スウェーデン大使館／台北駐日経済文化代表処 台湾文化センター／駐日フィリピン共和国大使館／在日フランス大使館／アンスティ
チュ・フランセ日本／アメリカ大使館
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映画祭では、公式ウェブサイトを中心としたインターネットを
活用して情報提供しています。細やかな情報や即時性の高い情報
などはSNS（ソーシャルネットワーキングサービス）を利用して
広く伝わるように活用しています。

今年は、初めて映画祭ホームページを訪れる人が増えており、
新たに興味を持った人たちの広がりを感じます。

■公式ウェブサイト

http://rainbowreeltokyo.com/2016/

・WEB アクセス数実績（2016年6月21日～7月20日）

訪問者数：40,206

ユーザー数：23,873

ページビュー数：132,795

1訪問あたりのページビュー数：3.3

1訪問あたりの平均滞在時間：00:02:43

・主要な訪問経路

Twitter、Facebook、スパイラル、GENXY、g-ladxx、日映シネマガ、

毎日新聞、フォースプリングス、BLサイトちるちる、東宝演劇 など

■Twitter

アカウント：@RRT_TILGFF

フォロワー数：7,901名（2018年2月20日現在）

■Facebook

http://www.facebook.com/RainbowReelTokyo/

いいね！数：3,230名（2018年2月20日現在）

■Instagram

アカウント：@rainbowreeltokyo

フォロワー数：210名（2018年2月20日現在）

公式Webサイト

Twitter Facebookページ

参考）第25回 実施データ：Web関連

Instagram
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参考）第26回 実施データ：アンケート（来場者について）

はじめて 40.3%

2～3回目 21.3%

4～6回目 17.3%

7回目～ 20.4%

不明, 0.7%
来場回数

ゲイ 27.8%

バイセクシュアル男性

6.1%

ストレート男性

9.0%

レズビアン

14.3%

バイセクシュアル女性

5.8%

ストレート女性

20.8%

その他 7.6%

不明 8.7%

不明 10.1%

10代 1.6%

20代 28.3%

30代 21.8%

40代 20.8%

50代 12.3%

60代以上 5.1%

年代
東京都 48.6%

神奈川県

12.6%

埼玉県 5.2%

千葉県 5.1%

その他の関東地域 1.4%

関東以外の地域

5.4%

海外

1.8%

不明 19.9%
居住地

身体の性も性自認も男性である

38.8%

身体の性も性自認も女性である

44.0%

FtM 1.4%

MtF 1.4%

その他 6.9%

不明 7.4%

セクシュアリティ

回答数：554人
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参考）第26回 実施データ：メディア掲載

■雑誌・新聞

しんぶん赤旗（6/3発行）

Japan Times（7/7発行）

ウーマンライフ新聞社（6/27発行）

Badi（6/17発行）

東京新聞（7/6発行）

■ラジオ

ラジオ日本「モーニング クリップ」（7/9放送）

J-WAVE「WONDER VISION」（7/9放送）

■WEB

Japan Times（7/7配信）

ウーマンライフ新聞社（6/27配信）

Letibee Life（6/16配信）

GENXY（6/16配信）

シネマトゥデイ（6/18・9/30配信）

CINRA.net（6/19配信）

タイランドハイパーリンクス（6/19配信）

幻冬舎plus（6/23配信）

WebDICE（7/3配信）

glad-xx（6/20配信）

JVTA（6/29配信）

コミュニティ・アクション（6/20配信）

Filmarks及びFILMAGA（6/22配信）

ちるちる（6/21配信）

Tokyo Filmgoer（6/26配信）

Digital PR Platform（6/26配信）

DIVERCITY STUDIES（6/27配信）

今年もWEBメディアを中心に数多くの記事に取り上げられました。

Yomiuri Online
朝日新聞デジタル
毎日新聞
SankeiBiz
AFP通信（AFPBB News）
河北新報
紀伊民報
Infoseek
BIGLOBE
excite
@nifty
Cnet
ZDnet
japan.internet.com
とれまが
財経新聞
Mapion
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プラン表

プラン ゴールド シルバー スタンダード ライト

パンフレット広告 裏表紙 表紙裏 裏表紙の裏 ー

ウェブバナー トップバナー（大） トップバナー（大） トップバナー（小） トップバナー（小）

シネアド 1分/全回 30秒/全回 15秒/全回 15秒/全回
もしくは
全４日間ブース 全4日間 全4日間 全4日間

ロゴパネル 大枠 小枠 ー ー

チラシ折り込み 1000枚 1000枚 1000枚 1000枚

料金 100万 50万 35万 15万
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A, パンフレット広告掲載

概算（1ページ） 価格
■5,000部発行予定、当日配布開始します。
■広告の仕様に関しましては後程ご連絡いたします。
■会期中の会場内、都内映画館にて配布予定です。

裏表紙 ¥500,000

表紙裏 ¥300,000

裏表紙の裏 ¥150,000

B, ウェブバナー
価格 ■掲載は2018年6月1日以降の予定です。英語サイトも同様です。

■2016年度は訪問者数：4.0万人/月、PV数：13.2万/月を記録しました。
■バナー仕様については後日ご連絡いたします。
■Twitterフォロアー数：7,901名（2018年2月20日現在）。
■SNSでも協賛各社をご紹介させていただきます。

トップページ(大） ¥200,000

通常（小） ¥50,000
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□別途消費税はかかりません。
□各作品・プログラムへの個別のご協賛も承っております。ご相談下さい。

料金表

C, シネマアド上映（本編上映前広告映像）
15秒 30秒 1分

■動画の仕様・期日について後日お知らせいたします。
■会場の最大収容は350名です。
■著しく暴力的な表現、未成年に対して有害な影響を与える可能性のある
表現についてはお断りすることがあります。

1プログラム ¥20,000 ¥40,000 ¥60,000

5プログラム ¥60,000 ¥120,000 ¥200,000

10プログラム ¥100,000 ¥200,000 ¥300,000

全プログラム ¥150,000 ¥300,000 ¥500,000

D, ブースレンタル
全日（4日間） ¥150,000

■スパイラルホールのホワイエにて、平机１つ分のスペースです。
★委託販売承っております。委託料は売上げの35％になります。

土･日・祝のうち1日 ¥50,000

初日のみ ¥30,000

F, チラシ折り込み

1,000枚 ¥30,000

■スパイラルホールにて、チラシの折り込みを承ります。
■枚数は1,000枚までとさせていただきます
■設置は無料で承ります。
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E, ロゴパネル
大枠 ¥200,000

■会期中に会場へ設置します。
小枠 ¥50,000
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NPO法人 レインボー・リール東京

〒171-0033 東京都豊島区高田3-10-18 東ビル401
Tel:070-6475-0388
Fax:020-4666-6983

Web: http://rainbowreeltokyo.com

協賛担当：
北村、粕川、ひば

広報担当：
丹羽、森谷、吉成

http://rainbowreeltokyo.com

