NEWS RELEASE

平成 26 年 4 月 28 日
株式会社ハートネットワーク

ハートネットワーク制作協力・村上水軍をモチーフにした瀬戸内ロケ映画
瀬戸内海賊物語 5.31 全国ロードショー、香川・愛媛・徳島では 5.24 から先行公開
愛媛県新居浜市・西条市をサービスエリアとするケーブルテレビ局、ハートネットワーク（大橋
弘明 代表取締役）がロケ地協力（新居浜・新居大島）やメイキング撮影を担当した、映画「瀬戸
内海賊物語」が、5 月 31 日（土）から全国ロードショー開始となります。
（©2014 瀬戸内海賊物語
製作委員会 配給：松竹）また全国公開に先立ち、香川・愛媛・徳島では 5 月 24 日（土）から先
行上映されます。
今治、新居浜（愛媛県）・小豆島（香川県）など、瀬戸内の豊かな自然を舞台に、子供たちが村
上水軍の伝説を追って躍動する本格アドベンチャー映画です。この機会に是非ご鑑賞ください。

【ストーリー】戦国時代、日本にはいくつもの水軍が存在していた。
中でも最強と言われた村上水軍は、あの織田信長を撃退し、豊臣秀
吉にも組することなく“自由と海”を愛していた。そんな海のサム
ライたちを束ねたのが、瀬戸内の海賊大将軍・村上武吉だった――
―。そして現代、その武吉の血を引き、島に住む少女・村上楓。12
歳の誕生日に、楓は 1 本の横笛を自宅の蔵から発見する。それはま
さに村上家に代々伝わる村上水軍の埋蔵金を示すものだった。同じ
ころ、島と本土を結ぶ島民にとって生命線であったフェリーが老朽
化を機に路線廃止の危機へ。楓はフェリーを島を救おうと、潮流の
激しい瀬戸の海へと仲間と立ち向かう！海賊の血を引く少女が時空
を超えて、伝説の財宝探しが今、はじまる！

【キャスト】柴田杏花、大前喬一、伊澤柾樹、葵わかな
内藤剛志、石田えり、小泉孝太郎、中村玉緒 他
【スタッフ】監督 大森 研一(『ライトノベルの楽しい書き方』他）※愛媛県出身
プロデューサー 益田 祐美子（
『築城せよ!』日本イラン合作『風の絨毯』他)
【主題歌】上野 優華 「Diamond days ～ココロノツバサ～」(キングレコード)※徳島県出身
【関連書籍】
「瀬戸内海賊物語 ぼくらの宝を探せ！」黒田 晶 著

大森 研一 原案 (静山社)

【公式サイト URL】 http://setokai.jp
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【上映劇場】※2014.4.28 現在 最新情報は公式サイトにてご確認ください。
地域名

劇場名

電話番号

前売券

公開日

北海道

札幌シネマフロンティア

011-209-5400

○

5/31～

MOVIX 仙台

022-304-3700

×

5/31～

新宿ピカデリー

03-5367-1144

○

5/31～

MOVIX 亀有

03-5629-7200

×

5/31～

横浜ブルク 13

045-222-6222

○

5/31～

MOVIX 三郷

048-949-2300

×

5/31～

ミッドランドスクエアシネマ

052-527-8808

○

5/31～

MOVIX 三好

0561-33-3400

×

5/31～

岐阜

TOHO シネマズ岐阜

050-6868-5010

×

5/31～

石川

イオンシネマ金沢

076-258-7575

×

5/31～

兵庫

MOVIX ココエあまがさき

06-4960-7500

×

5/31～

京都

MOVIX 京都

075-254-3215

○

5/31～

大阪ステーションシティシネマ

06-6346-3215

○

5/31～

なんばパークスシネマ

06-6643-3215

○

5/31～

MOVIX 倉敷

086-430-3600

×

5/31～

シネマモード

084-932-3381

×

5/31～

広島バルト 11

082-561-0600

×

5/31～

イオンシネマ高松東

087-822-0505

○

5/24 先行

イオンシネマ綾川

087-870-8787

○

5/24 先行

シネマサンシャイン衣山

089-911-0066

○

5/24 先行

シネマサンシャイン大街道

089-986-6633

○

5/24 先行

シネマサンシャイン大洲

0893-25-1223

○

5/24 先行

089-984-2211

○

5/24 先行

050-6868-5019

○

5/24 先行

0570-783-226

○

5/24 先行

宮城
東京
神奈川
埼玉
愛知

大阪
岡山
広島

香川

愛媛

シネマサンシャインエミフル
MASAKI
TOHO シネマズ新居浜
ユナイテッド・シネマ フジグラン今
治

徳島

シネマサンシャイン北島

088-697-3113

○

5/24 先行

高知

TOHO シネマズ高知

050-6868-5029

○

5/31～

福岡

福岡中洲大洋

092-291-4058

○

5/31～

宮崎

宮崎セントラルシネマ

0985-23-2336

×

5/31～

TOHO シネマズ与次郎

050-6868-5044

×

5/31～

鹿児島

【村上水軍とは】南北朝時代から戦国時代にかけて瀬戸内海で活躍した海賊衆。戦国時代になると
瀬戸内海一帯をその強い武力で影響下に置き、陸の大名の勢力争いにも左右した。本年度の本屋大
賞を受賞した「瀬戸内海賊の娘」（著：和田竜）でも題材として扱われている。
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【公式サイト：イントロダクションより】

美しい海に囲まれた瀬戸内の島々。少女が手にした一本の笛は、かつて日本に実在した海賊・村
上水軍の財宝を探す手がかりだった。
島の危機を救うため、少女と仲間たちは宝探しに舟を繰り出す。日本最強と恐れられた大海賊の
財宝とは？歴史と冒険ドラマを巧みに織り込み、大人も子どもも夢中にさせる本格アドベンチャー
映画が誕生した！

本作の原案は、2011 年に開催された「瀬戸内国際こども映画祭」エンジェルロード脚本賞のグ
ランプリ作品。受賞者である新鋭・大森研一監督が、故郷の瀬戸内海を舞台にメガホンをとった。
また本作は、日本で最初の国立公園の一つとして選定された、瀬戸内海国立公園の 80 周年記念映
画にも指定されている。島々が浮かぶ穏やかな海面風景から、潮流激しい渦潮まで、風光明媚な瀬
戸内の魅力が余すところなく表現されている。また物語の重要な起点となる「村上水軍」は、戦国
時代に瀬戸内海で活躍した実在の海賊衆。織田信長を撃退し、豊臣秀吉にも与することなく「自由
と海」を愛した、海のサムライたちの歴史的背景が、子どもたちの冒険ドラマをさらに厚みのある
物語へと導いている。ハラハラ、ドキドキの冒険ドラマが好きな子どもにとっても、歴史好きな大
人にとっても、きっと見応えを感じられるだろう。

劇中では、激しい潮流の中で奮闘する子どもたちの熱演も見どころだ。全国から 1027 名もの応
募者を集めたオーディションで選ばれた主人公・楓役には柴田杏花。同級生役に伊澤柾樹、葵わか
な、大前喬一。さらに、子どもたちを支える島の大人たちとして、内藤剛志、石田えり、小泉孝太
郎、中村玉緒の豪華俳優陣が集結。子どもたちの純粋な想いと、大人たちの葛藤が交錯しながら、
本当の宝物とは何かを問いかける。また、映画の主題歌「Diamond days ～ココロノツバサ～」
を歌うのは、徳島県出身の 15 歳・上野優華。瀬戸内を故郷にもつ彼女の伸びやかな歌声が、さわ
やかな感動をさらに後押ししている。
日本での公開に先駆けて、プレミア上映が行われた LA Eiga Fest（ハリウッドで行われる日本映
画に特化した映画祭）でも、子どもたちの熱演に大きな拍手が送られた本作。誰もが子どもの頃に
抱いた真っ直ぐな想いと、支え合う人々の姿から、今、本当に大切なものは何かを新たに問いかけ
てくれる、この物語に目が離せない！
3

【ロケ地紹介・愛媛県新居浜市大島（新居大島）
】
新居大島は市内の港からフェリーで 15 分で渡れる身近な島。村上水軍の祖・村上義弘の生誕地と
伝えられています。村上水軍家紋（上に○）の入った瓦が残る旧庄屋跡で、主人公・村上楓が村上
本家を訪れるシーンが撮影されました。ハートネットワークは大森研一監督ら撮影クルーに村上水
軍の縁のある新居大島を紹介。2012 年 3 月にロケハン後、同年 9 月撮影。また小豆島や今治など
の他での撮影にも同行し、メイキング映像を撮影しました。

（新居大島・遠景

中左：新居大島位置図 中右：ロケ風景・屋敷外）

（ロケ風景・屋敷内）

当件に関するお問い合わせ先：ハートネットワーク

皆尾（みなお）
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TEL:0897-32-7777 MAIL:h.minao@hearts.ne.jp

