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TOKYO INTERNATIONAL
LESBIAN & GAY FILM FESTIVAL

NPO法⼈ レインボー・リール東京



l LGBTQ+コミュニティで最古のイベントのひとつ

l セクシュアル・マイノリティをテーマとした国内外のさまざまな作品を上映する映画祭
ドキュメンタリーからドラマ、あるいはエンターテインメントに徹したミュージカル作品まで、ジャンルや題材、国を問わず、
優れた映画を世界中から幅広くセレクションしています。

l 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
アンケート結果によると、約1/4がヘテロセクシュアルの来場者です。また、原則として参加年齢の制限も設けていません。
セクシュアリティの壁を越え、⽼若男⼥あらゆる⼈が参加し、ともに楽しめるイベントです。

l より多様で⾃由な社会を創出する場
今⽇、⽇本でもセクシャル・マイノリティに対する個⼈や社会の理解が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LGBTQ+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を
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。

l 上映機会が少ない作品を紹介することで映像⽂化創造に貢献
世界中で多くの作品が製作されていますが、⽇本での上映機会になかなか恵まれないものが⼤半です。
当映画祭は、とくに劇場公開されにくいドキュメンタリーや短編作品も上映しており、映画ファンも楽しめるイベントです。

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︖
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l 名称︓第29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）

l 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

l 期⽇︓東京会場 2021年7⽉16⽇（⾦）〜22⽇（⽊祝） ＠シネマート新宿 （333席）
⼤阪会場 2021年7⽉23⽇（⾦祝）〜29⽇（⽊） ＠シネマート⼼斎橋（105席）

l 観客動員数︓約3,000名（⾒込み）

l 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（web）
☆上映作品の監督やキュレーターの招聘 など

第29回 開催概要
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※ 当映画祭HPやSNSにおいて4月下旬に公表する予定です。
具体的な⽇時が決まりましたら、改めてお知らせします。

※ 新型コロナウィルスの感染拡⼤を防⽌する観点から、
今回は例年とは別の会場を使⽤する予定です。
また、取り消し線部分の内容は⾏わない⾒通しです。
観客動員数は例年の7割程度を⾒込んでいます。

※ 将来の状況により期⽇等を変更する可能性があります。



A．Webバナー広告
B．シネマアド（上映前広告映像）
C．ブースレンタル
D．チラシ折込
E．U22特別優待
F．ロゴパネル（フォトパネル） etc…

詳しくは、納品案内を兼ねた申込⽤紙（別紙）、
次ページのプラン・料⾦表をご覧ください。

協賛プラン①

↑公式Webサイト・バナー表⽰部（例）
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※ 新型コロナウィルスの感染拡⼤を防⽌する観点から、
今回は取り消し線部分の項⽬での協賛を募集しません。



協賛プラン②
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プラン表

プラン ゴールド スタンダード ライト

A. ウェブバナー掲載 サイズ大 サイズ小 サイズ小

B. シネマアド上映 15秒/全回 15秒/全回

または 全4日間

-

C. ブース出展 全4日間 -

D. チラシ折り込み 1000枚 1000枚 1000枚

E. U22特別優待 ○ ○ ○

F. ロゴパネル サイズ大 サイズ小 -

G. 委託販売 - - -

料金 50万 25万 10万

A. ウェブバナー

サイズ大 ¥200,000 ■映画祭公式サイトのトップページにバナーを掲載します。
■サイズ大は固定表示、サイズ小はカルーセル形式での表示です。サイズ小 ¥50,000

B. シネマアド上映
15秒 30秒 1分

■映画本編上映前に広告映像を上映します。

■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

今回はそれぞれ25万円、19万円、7万円とします。



協賛プラン③
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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. ブース出展
全日（4日間） ¥150,000 ■スパイラルホールのホワイエにて、ブース出展用スペースをお貸しします。

■幅約180cmの平机1台、椅子2脚をご用意します。
■販売を行う場合は、当日売上の15％を頂戴します。

土･日・祝のうち1日 ¥50,000

木･金のうち1日 ¥30,000

D. チラシ折り込み

1,000枚 ¥30,000 ■スパイラルホール入口にて、ご来場のお客さまへチラシを配布します。

F. ロゴパネル
大枠 ¥200,000 ■スパイラルホール上映会場入口に、ロゴを掲載したフォトパネルを設置しま

す。小枠 ¥50,000

G.委託販売

4日間 売上の35％ ■スパイラルホールにて、当映画祭のスタッフが販売を代行します。

E. U22特別優待

1口 ¥30,000
■この協賛金は、22歳以下に当日券を500円で販売するU22特別優待（全5回程度が

対象）の実施に使用します。
■大学サークル等へ送付する案内、映画祭公式サイトに企業・団体名を掲載します。



付録
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第28回 実施データ︓開催概要

名称︓第28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 28th Rainbow Reel Tokyo 〜Tokyo International Lesbian & Gay film Festival〜）

⽇時︓2019年7⽉5⽇(⾦)〜6⽇(⼟) ／ 7⽉12⽇(⾦)〜15⽇(⽉・祝) 全6⽇間

会場︓東京ウィメンズプラザホール（東京都渋⾕区神宮前5-53-67）
スパイラルホール（東京都港区南⻘⼭5-6-23）

動員数︓約4,000名

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︓アクセンチュア株式会社／株式会社アニプレックス／アフラック／アメリカン・エキスプレス（※1）／総合保険代理
店 R&C株式会社／アルファ ロメオ／LGBTファイナンス（J.P.モルガン／シティグループ／⽇興アセットマネジメント株式会
社／野村ホールディングス株式会社／ブラックロック・ジャパン株式会社／ブルームバーグ L.P.／⾹港上海銀⾏／モルガン・
スタンレー／UBSグループ）／オーバーマガジン社／カナイフユキ『ロングウェイホーム』／KPMGジャパン／サウザンブッ
クス／株式会社サンリス／G-NOVELS／ソフトバンク株式会社／株式会社TOOT／東京都エイズ啓発拠点ふぉー・てぃー／映
画『トム・オブ・フィンランド』／9monsters／映画『虹⾊の朝が来るまで』／niji-depot／NOT ALONE CAFE／ドラマ
「his」／株式会社ファインフィルムズ／株式会社フレシネジャパン／映画『ボーイズ』／まんまらまん／株式会社ミーハン
グループ／ラブピースクラブ／世界のお茶専⾨店 ルピシア／映画『ロケットマン』
※1 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド、アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式
会社 2社の総称

協⼒︓Asia Pacific Queer Film Festival Alliance／⽇本映像翻訳アカデミー(R): English Clock／有限会社スタンス・カンパ
ニー／ヨコハマ・フットボール映画祭／⼤阪アジアン映画祭／アンスティチュ・フランセ⽇本／株式会社 ワコールアートセ
ンター

連携︓プライドハウス東京

8



第28回 実施データ︓上映作品・関連イベント

上映作品(プログラム邦題50⾳順)︓
『アスリート 〜俺が彼に溺れた⽇々〜』【英題】Athlete【監督】⼤江崇允 2019｜⽇本
『1985』【英題】1985【監督】イェン・タン 2018｜アメリカ
『エミリーの愛の詩』【英題】Wild Nights with Emily【監督】マデリーン・オルネック 2018｜アメリカ
『カナリア』【英題】Canary【原題】Kanarie【監督】クリスティアン・オルワゲン 2018｜南アフリカ
『QUEER×APAC 2019 〜アジア・太平洋短編集〜』
︓『帰り道』『最⾼のプレゼント』『ジェントルマン・スパ』『ヒジュラーの恋』『ブラックリップ』
『クィア・ジャパン』【英題】QUEER JAPAN【監督】グレアム・コルビーンズ 2019｜⽇本
『ジェイクみたいな⼦』【英題】A Kid Like Jake【監督】サイラス・ハワード 2018｜アメリカ
『ソヴァージュ』【英題】Sauvage【監督】カミーユ・ヴィダル=ナケ 2018｜フランス
『トランスミリタリー』【英題】TransMilitary【監督】ガブリエル・シルヴァーマン、フィオナ・ドーソン 2018｜アメリカ
『花咲く季節が来るまで』【英題】Between the Seasons【原題】계절과 계절 사이【監督】キム・ジュンシク 2018｜韓国
『ビリーとエマ』【英題】Billie and Emma【監督】サマンサ・リー 2018｜フィリピン
『マリオ』【英題】Mario【監督】マルセル・ギスラー 2018｜スイス

関連イベント︓
オープニングイベント(7/12)、クロージングイベント(7/15)
トークイベント(7/13、7/15)
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回答数︓581⼈
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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。
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/2019/
ユーザー数(2019年3⽉〜7⽉29⽇)︓34,129（全ユーザー）、33,661(ユニーク)
アクセス数( 〃 )︓181,326(ページビュー)
端末内訳︓PC20.7%、モバイル79.3%

■Twitter
@RRT_TILGFF
フォロワー数︓8,223名(2019年11⽉11⽇現在）

■Facebook
@RainbowReelTokyo
いいね︕数 ︓3,381名(2019年11⽉11⽇現在）
フォロワー数︓3,496名(2019年11⽉11⽇現在）

■Instagram
アカウント︓@rainbowreeltokyo
フォロワー数︓563名（2019年11⽉11⽇現在）

第28回 実施データ︓Web関連
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第28回 実施データ︓U22特別優待
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実施回数︓5回

利⽤者数︓34名

アンケート回答数︓12名

（年齢）17歳 1名、19歳 2名、20歳 1名、21歳 1名、22歳 2名

（職業）⾼校⽣ 1名、⼤学⽣ 9名、⼤学院⽣ 1名、不明 1名

その他︓U22特別優待についての⼤学サークルへのダイレクトメールの波及効果として、
U22特別優待の対象外の上映⽇時・作品への来場者数も増加することを確認しました。
（事例︓ https://twitter.com/lgbt_jukuseikai/status/1147659520149037056 、

https://twitter.com/titech_rainbow/status/1150383573943255040 ）

上映⽇時 作品名 利⽤者数

2019/7/ 6(⼟) 10:30 トランスミリタリー 5

2019/7/13(⼟) 11:30 エミリーの愛の詩 8

2019/7/14(⽇) 11:30 QUEER×APAC 2019〜アジア太平洋短編集〜 6

2019/7/15(祝) 11:40 花咲く季節が来るまで 10

2019/7/15(祝) 14:25 アスリート〜俺が彼に溺れた⽇々〜 5

お茶の⽔⼥⼦⼤学、昭和⼥⼦⼤学、東京⼯業⼤学、東京農業⼤学、北海道⼤学、明治学院⼤学、早稲⽥⼤学

https://twitter.com/lgbt_jukuseikai/status/1147659520149037056
https://twitter.com/titech_rainbow/status/1150383573943255040


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

https://rainbowreeltokyo.com

http://rainbowreeltokyo.com/

