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自主上映会のご案内（上映時間 99 分） 
 

 

■お断わり・お願い 

申込書送付前に必ず E メールか FAX で事前の日程確認の問合せをお願いいたします。同時期・同地域で劇場公

開や上映会のお申込がある場合は先に決まっているものが優先となり、上映日の再調整をお願いする場合があ

ります。予めご了承下さい。公式 HP のスケジュール表に掲載がないものもございますので必ず事前に東風ま

でお問合せください。 

 

■【申込書送付前に必須】事前の日程確認について 

お問合せの際は下記の項目を、箇条書きで結構ですので、メールまたは FAX にてご連絡ください。 
 

１）上映地域（都道府県市町村） ２）上映希望日 ３）上映会場 ４）上映回数 ５）会場の席数  

６）有料／無料上映のどちらか ７）上映会の宣伝エリア／方法 ８）主催者団体 
 

なるべく具体的にいただけますと、確認がスムースです。未定の部分があってもかまいません。 

＊お電話での確認はできません。記録に残るよう、メールまたは FAX での事前連絡をお願いいたします。 

＊事前の日程確認なしで申込書のみを送付された場合は受付できませんのでご了承ください。 

＊お問合せ後、スケジュールの確認・調整を行い、ご連絡いたします。 

＊確認には、３～４日ほどかかる場合がございます。平日３～４営業日を過ぎても連絡がない場合は、お手数

ですが東風までお問合せください。 

 

■上映料金 

上映料には消費税が加算されます。また、上映料は来場者数によって異なります。 
 

◇1 日間の上映の場合 基本上映料金：40,000 円 (税別) 

１日に何回上映しても基本上映料は 40,000 円(税別)です。ただし、合計の来場者数が 100 人を超えた場合は追

加料金が発生します。この追加料金の算出方法は、入場料の有無によって異なります。 
 

〈合計来場者数が 100 人を超えた場合の上映料金の算出について〉 

🔹【有料上映の場合】 

 【100 人を超えた人数×400 円(税別)】が基本上映料金に追加となります。 

ex)１日のみの上映で、有料入場者数が 150 人の場合 

基本料 40,000 円（税別）に「超えた人数 50 人×400 円(税別)＝20,000 円(税別)」の追加で、合計 60,000 円(税

別)が上映料になります。 
 

 🔹【無料上映の場合】 

【100 人を超えた人数×200 円(税別)】が基本上映料金に追加となります。 

ex)１日のみの上映で、無料入場者数が 150 人の場合 

基本料 40,000 円（税別）に「超えた人数 50 人×200 円(税別)＝10,000 円(税別)」の追加で、合計 50,000 円(税

別)が上映料になります。 
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◇複数日にわたる上映の場合  

1 日目の基本上映料金：40,000 円 (税別)／2 日目以降の基本上映料金：20,000 円（税別） 

基本上映料金は、1 日目の基本上映料 40,000 円 (税別)＋2 日目以降の基本上映料金 20,000 円（税別）×上映

日数となります。ただし、合計の来場者数が規定の人数を超えた場合は追加料金が発生します。規定の人数は、

上映日数から算出されます。また、追加料金の算出方法は、入場料の有無によっても異なります。複数日にわ

たる上映の場合、上映料合計の算出が煩雑になりますので、必ず東風までお問い合わせください。 

 

〈規定の人数の算出について〉 

  規定の人数＝100＋50×（上映日数－１）となります。 

ex)２日間の上映の場合 規定の人数＝100＋50×（２日間－１）＝150 人となります。 

 

〈合計来場者数が規定の人数を超えた場合の上映料金の算出について〉 

  🔹【有料上映の場合】 

  【規定の人数を超えた人数×400 円(税別)】が基本上映料金に追加となります。 

   ex)２日間の上映で合計の入場者数が 200 人の場合 

    規定の人数は、150 人となります。「１日目の基本上映料金 40,000 円 (税別)＋2 日目以降の基本上映料

金 20,000 円（税別）＝基本料 60,000 円（税別）」に「超えた人数 50 人×400 円(税別)＝20,000 円(税

別)」の追加で、合計 80,000 円(税別)が上映料になります。 
 

  🔹【無料上映の場合】 

  【規定の人数を超えた人数×200 円(税別)】が基本上映料金に追加となります。 

 

■お貸出の上映用素材について 下記ご確認の上、設備の揃った会場をお選びください。 
上映用素材は、下記の 4 種類です。 

 
○ブルーレイ・ディスク（通常版） ○ブルーレイ・ディスク（日本語字幕・音声ガイド付き） 

○DVD（通常版） ○DVD（日本語字幕・音声ガイド付き） 
 

＊上映の安定性や画質の関係上、ブルーレイ・ディスクでの上映をお勧めします。 

＊ディスク再生用のプレイヤー、プロジェクター、スクリーン、音響設備は主催者側で御用意下さい。 

＊上映用素材は、基本的に上映会当日の１週間前を目安にお送りします。 

届き次第、速やかに事前の映写チェックをお願いします。 

＊すべての上映素材が『UDCast』方式による視覚障がい者用音声ガイド、聴覚障がい者用日本語字幕に対応して

います。詳しくは【「UDCast とは」https://udcast.net/about/ 】をご確認ください。 

※FM 送受信用の視覚障がい者用音声ガイドデータ（mp3）を希望の方は東風までお問い合わせください。 
 

〈バリアフリー（日本語字幕・音声ガイド付き）上映素材について〉 

 上映素材を再生すると、メニュー画面が表示されます（図１）。メニュー画面にて、字幕・音声ガイドの有無を

ご選択ください（図２：字幕あり・音声ガイドあり）。字幕は、図３のように表示されます。 
  

 

 

 

 

 

 

 

図１ メニュー画面        図 2 字幕・音声ガイド選択時      図 3 字幕の表示例 

 

■大宮浩一監督、田中圭監督のトーク・講演などの出演について 

ご希望の方は、下記東風までお問合せください。 

 

 

https://udcast.net/about/
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■宣材物について 以下の価格で販売いたします。（全て税込）【買い切り／返却不可】 

○下白 B5 チラシ（両面フルカラー／1 セット 100 枚／500 円） 

※100 枚ごとの販売です。 

※裏面の最下部にある約３センチの白地部分に、主催者側で上映会情報を印字してください。 

○B2 ポスター（515×728mm）（片面フルカラー／1 枚／300 円） 

※上から、上映会情報の紙やシールなどを貼るなどして、ご使用ください。 
 

◇【独自にチラシやポスター、チケットなどを製作される場合】 

使用可能な映画の場面写真・タイトルロゴデータなどを無料でお貸出しします。データ素材はＥメールでお送り

します。申込時に下記の問い合わせ先アドレスまでご連絡をお願いします。 

 ※映画公式 WEB サイト上からの画像転載は一切禁止です。 

 ※必ず印刷前にレイアウトを一度確認させていただきます。 

 ※WEB・SNS で使用の場合は、写真を使用する記事内のどこかに必ずコピーライト表記、および、写真は、 

映画『島にて』の場面写真であるとわかるような一文を記載してもらいます。 

※お貸出する画像データは上映会の独自宣材物以外には使用できません。 

 

■物販商品について 以下の価格で販売いたします。（全て税込） 

○『島にて』パンフレット（A4／24 頁／オールカラー） 

委託価格：560 円/１冊【販売価格 700 円/委託販売用/残数返品可】 

※ご注文の場合は、上映用素材と一緒にお送りします。 

※残数は上映用素材と一緒にご返却ください。販売数×委託価格をお支払いいただきます。 

※在庫状況に応じて、納品数を調整させていただく場合がございます。なお返送時、商品に折れ・ヨゴレ等があった

場合はその分もお支払いいただきます。丁寧な梱包をお願いします。 

 

■送料について 

◇【チラシ、ポスターなどの宣材物について】 

1 回のご注文につき宣材物の合計金額が 2,000 円（税込）未満の場合は、配送料として別途 800 円（税込）を

ご負担いただきます。2000 円以上の注文の場合は、送料はかかりません。 
 

◇【上映用素材・物販商品について】 

送付時の送料は東風負担／返却時の送料は主催者負担です。着払いでの返却は受け付けておりません。返却時

の配送会社の指定はありませんが、万が一上映用素材・物販商品が配達中に紛失されると弁償していただく場

合もありますので、追跡確認が出来る方法で返却をお願いします。 

 

■精算・必要書類についてのご注意 

上映終了後 1 週間以内に上映素材と上映報告書を返却していただき、報告書を元に御請求書を発行します。宣材

物や物販もまとめてご請求させていただきます。 

請求書に記載の指定銀行口座（三井住友銀行）にお振込みいただきます。 

＊振込手数料は主催者様負担です。 

見積書や請書などの書類は必要な場合は、必ず事前にお知らせくださいませ。 

その際、書類の宛名もあわせてお知らせください。（指示がない場合は、申込書の主催団体名で発行します。）請

書が必要な場合は主催者様のほうでフォーマットをご用意ください。上映終了後に依頼があっても発行いたしか

ねますのでご了承ください。 

＊日付無しの書類は発行いたしておりません。 

＊原則領収書の発行はしておりません。銀行振り込み明細書をもって領収書の発行に代えさせていただきます。 

 
 

申込＆問合 合同会社 東風(とうふう) 担当：早坂、向坪、石川 E-MAIL：info＠tongpoo-films.jp 
TEL：03-5919-1542 (平日 11:00－18:00)  FAX：03-5919-1543 〒160-0022 東京都新宿区新宿 5-4-1 306 号室 

（営業日時 11：00－18：00／土日祝日は営業していません。お電話は営業時間内にお願いします。） 
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「新型コロナウイルス」の影響による上映会の開催延期・中止に関して（2020 年 6 月 30 日） 

 

●上映申込書を受理後のキャンセル、延期に伴う上映料のお支払いについて 

「新型コロナウイルス」の影響による判断であれば、上映料のキャンセル料をご請求することはありません。 

 

●チラシ、ポスターなど宣材を購入・受け取り済みの場合 

東風からチラシ、ポスター等の宣材物（または内部資料としてパンフレット）を購入し、発送したあとの場合は、

その費用はご負担いただいています。 

宣材物はご案内の通り、買い取りのみになりますので、返品も不可になります。 

 

●映画公式サイト上に上映会情報を掲載している場合 

映画公式サイト上に上映会情報を掲載したあとに延期・中止決定の場合は、もともとの上映会予定日まで＜中止

＞または＜開催延期＞として掲載をつづけます。 

主催者はメールにて延期・中止理由の文章を東風までお送りください。主催者発表としてその文章もあわせて公

式サイトに掲載します。 

 

●上映素材（＋物販）を発送した後に延期・中止決定という場合 

すでに東風から上映素材等を発送したあとの場合は、送り出しの送料についてもご負担をお願いしています。（普

段は、上映会終了後の返送時の送料のみご負担いただいております） 

 

上映用ディスクが主催者さま側の機材で動かない・止まるといったトラブルが、ごくたまにですが発生する可能

性がありますので（弊社の機材では再生できているものをお送りしています）、通常は、主催者様側のディスク映

写チェック期間に余裕をもたせて上映会の１週間前までにお送りをしています。 

 

延期・中止のご判断をぎりぎりまで待ちたい場合、発送日を数日うしろにずらすことも可能ですが、その場合で

も、かならず上映前日までに映写チェックは行っていただくようお願いしています。 

 

また、当日上映会を開催したものの来場者数が少なかったために、中止（キャンセル）扱いにしたい、というこ

とはお引き受けできません。その場合は基本料満額お支払いただきます。  

 

段階毎に、上記のような対応をおこなっておりますので、事前にご確認ください。 

 

 

 

お申し込み＆お問合せ 合同会社 東風(とうふう) 担当：早坂、向坪、石川  
E-MAIL：info＠tongpoo-films.jp 

TEL：03-5919-1542 (平日 11:00－18:00)  FAX：03-5919-1543 
〒160-0022 東京都新宿区新宿 5-4-1 306 号室 

（営業日時 11：00－18：00／土日祝日は営業していません。お電話は営業時間内にお願いします。） 

 


