｢ファイアー・ストーム｣・｢フェイシング・ザ・ジャイアント｣
「アメイジング・グレイス（2020 年 5 月 31 日まで限定）
」
映画試写会

＆

DVD 販売会

開催のステップ

ハレルヤ！この度は、「ファイアー・ストーム」、「フェイシング・ザ・ジャイアント」「アメイジング・
グレイス」作品の映画試写会＆DVD 販売会について、ご関心を持ってくださり、誠にありがとうございます。
福音宣教の前進のためにこの機会が豊かに祝福され、大きく用いられることを心から祈ります。
これはとても恵まれたチャンスだと思います。本来 DVD は、ご家庭等、個人的な場所での視聴以外、無許
可で集会・教会等における上映会は禁止されています。しかし、チア・にっぽんが正式な窓口となって、「フ
ァイアー・ストーム」「フェイシング・ザ・ジャイアント」については、配給元であるソニー・ピクチャーズ
社に、「アメイジング・グレイス」はプレシディオ社に申請し、開催者が上映会と共に、ＤＶＤ販売会を必ず
行うという条件の元、合法的に許可をいただく道が開かれています。
今後の流れは、以下のとおりです。まず、同意事項についてご了承いただき、申込書にご記入の上、チア・
にっぽんにメール、ファックス、または郵送でお送りください。チア・にっぽんから、ソニー・ピクチャーズ
社、プレシディオ社に上映の申請をさせていただきます。このような手続きを取るのは、第三者に公の場所で
の上映について著作権等の問題を問われても、メーカー側の許諾済みの上映会であることの説明責任をしっか
り果たすことができるためです。
この手続きさえしっかりと行えば、
これまで上映用の高価な DVD 等や煩雑な手続きが必要だった上映会が、
無料で、合法的に開催できます。既に実施済みの教会、団体からは多くの感動と祝福のレポートが多数、寄せ
られています。ぜひ皆様の教会、団体でも、３作品からの大いなる福音伝道の業が、拡がっていくことを心か
ら祈らせていただきます。
どうぞ、以下の申込書に、必要事項をご記入くださり、チア・にっぽん事務局にメール、ＦＡＸ、または郵
送でお知らせいただければ感謝です。
ますますの祝福を心から祈っています。
主にありて
チア・にっぽん
稲葉 寛夫
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ソニー・ピクチャーズ社、プレシディオ社、チア・にっぽんからのお願い

1

１カ月以上前からの十分な告知をお願いします。
チラシには、映画「
『ファイアー・ストーム』上映会（無料）＆DVD 販売会」などのタイトル、DVD の
価格、それと共に、｢ファイアー・ストーム｣・｢フェイシング・ザ・ジャイアント｣の場合は、
「DVD 発売
元：ソニー・ピクチャーズ社」、
「アメイジング・グレイス」の場合は、「配給元：プレシディオ社、DVD
販売元：ハピネット社」
、そして「協力：チア・にっぽん」と明記してください。
【価格】
「ファイアー・ストーム」書籍＋DVD パッケージディスカウント価格！ 税込 5,670 円 ➡3,990 円
「フェイシング・ザ・ジャイアント」DVD

税込 1,500 円

「アメイジング・グレイス」DVD 試写会特価！

税込 3,990 円 ➡3,380 円

【記載例】
「今回、DVD 販売元/ソニー・ピクチャーズ様（あるいはプレシディオ社様）承認の無料試写会です。映
画の後に DVD の即売案内がありますのでご利用下さい。協力：チア・にっぽん」
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無料で開催ください（自由献金等もご遠慮ください）。

3

ソニー・ピクチャーズ製、ハピネット製の試写会用 DISC が無料貸与されます。
お送り致しますので、上映にご使用下さい。

4

上映前または後に、DVD 販売の案内をお願いします（これが目的という条件つきで、本来、著作権の関
係で禁じられている集会等での上映の道が検討されました）。ディスカウント（➡４ｐ）もご用意してい
ますので、どうぞよろしくお願いします。

5

申込書に必要事項を記入の上、事務局までお送りください（参加人数、DVD の売れ行き等の大小は問い
ません）。DVD・書籍等の委託注文予定数は購入ではなく委託ですので、余剰となった商品は開催後ご返
却ください。委託数は、６セット（あるいは６本）以上でお願いしています。販売用 DVD 等は、試写会
用 DISC と一緒に送らせていただきます。試写会後 10 日間はディスプレーを継続してくださっても OK
です（※試写会スケジュールが立て込んでいない場合）。完売した場合、追加注文も承ります（教会で一
括購入してくださる場合には送料無料となり、個人の方が購入してくださる場合には、5000 円以上につ
き送料無料とさせていただきます）
。

6 試写会各地で好評のチア・にっぽん推薦の聖書的・家族的 DVD 作品（約 50 種類）やチア・にっぽん刊行
の教育本等を、上記 DVD 作品と共に送らせていただきますので、ご紹介いただければ感謝です。会場は、
映画試写会らしい雰囲気となり、日頃入手しにくい家族的・聖書的作品紹介というミニストリー展開の機会
ともなり、とても助かります。販売等お手伝いのご協力、お世話になりますがどうぞよろしくお願いします。
7 返送時の送料のご負担を、よろしくお願いいたします。
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8 広告、チラシ用の映画の写真データ等を、ご希望の方にメールで送らせていただきます。
以下の著作権許諾情報を必ず掲載ください。
「ファイアー・ストーム」に関しては以下になります。
(C)2008 SHERWOOD BAPTIST CHURCH OF ALBANY,GEORGIA,INC.ALL RIGHTS RESERVED.

「フェイシング・ザ・ジャイアント」に関しては以下になります。
(C)2006 SHERWOOD BAPTIST CHURCH OF ALBANY, GEORGIA, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

「アメイジング・グレイス」に関しては以下になります。
(C) 2006

BRISTOL BAY PRODUCTIONS LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

場所と日時など記入いただけるチラシのデザイン案も用意しています（「ファイアー・ストーム」はイラ
ストレーターCS で制作、
「アメイジング・グレイス」
「フェイシング・ザ・ジャイアント」は Word で制作）
。
ご利用希望の皆様には無料でデータを送らせていただきますので、自由に印刷して用いてください。
9 「ファイアー・ストーム」のみ、試写会会場入口等に飾る映画宣伝用のバナー（縦約２㍍、横約１㍍）も
貸し出し可能です（送料のみご負担いただきます）
。ご希望の方は、お知らせください。
10 上映後 2 週間以内に売上報告を事務局までお送り頂き、売上金は、以下のお振込先までご送金ください。
・三菱東京ＵＦＪ銀行 赤羽駅前支店 普通口座 １７４６７１６ ホームスクーリング・ビジョン㈱
・郵便振替 ００１９０－３－３５４６１ チア・にっぽん事務局
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視聴者の皆さんへのアンケートにご協力ください（こちらでアンケート用紙を印刷して送らせていただ

きます）
。無記名でも結構です。今後の展開等に用いさせていただきたく思っています。よろしくお願いい
たします。
12 当日の試写会の様子、DVD 販売会の様子を写真撮影し、後日、事務局までお送りください。ソニー・ピ
クチャーズ社、ハピネット社、プレシディオ社への報告等に用いさせていただきます。数枚で大丈夫です。
お手数をかけますが、このような無料試写会は特別の機会ですので、いくつかの手続きがあります。しかし、
ミニマムの経費で、大きな祝福のある企画になると思っています。どうぞ、この機会を有効に用いてくださり、
大いなる恵みの時としていただけたらと願っています。
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「ファイアー・ストーム」伝道用・特別パックディスカウント価格表】
伝道パック特価を開催費用の一助に適応できます！
「ファイアー・ストーム」セットは、販売数が６セット、12 セット…と増えるごとに、伝道用の特別パッ
ク・ディスカウント価格が適用されます。売上金は開催費用などに適応できるので、伝道と会計の両方に貢
献できるお得なパックです。パック価格については、下記参照ください。
（※販売時は１セットあたり 3990
円で販売ください）

DVD「ファイアー・ストーム」
（￥4,104）＋書籍「決断する愛」
（￥1,728）
↓

通常￥５,８３２のところ…
↓

セット特価

１セット￥３,９９０！

さらに、今回、パック特価をご用意しました！
↓
セット数

通常価格

セット特価

さらにパック特価！

開催費用等の一助へ

１セット

￥5,832

￥3,990

―

―

６パック

￥34,992

￥23,940

￥3,990

12 パック

￥69,984

￥47,880

24 パック

￥139,968

￥95,760

50 パック

￥291,600

￥199,500

100 パック

￥583,200

￥399,000

￥19,950
￥35,910
￥67,830
￥139,650
￥259,350

￥11,970
￥27,930
￥59,850
￥139,650

単価

￥3,990
￥3,325
￥2,993
￥2,826
￥2,793
￥2,594

※これ以外の販売数だった場合、次のような計算になります。
例） ８セット販売 売上額

￥3,990×８＝￥31,920

精算時の送金額

￥3,325（６パックの単価）×８＝￥26,600

開催費用等へのヘルプ費用 ￥31,920－￥26,600＝￥5,320
14 セット販売 売上額

￥3,990×14＝￥55,860

精算時の送金額

￥2,993（12 パックの単価）×14 ＝￥41,902

開催費用等へのヘルプ費用

￥55,860－￥41,902＝￥13,958

※６セット未満の単価は、１セット￥3990 になります。
＜事前購入の場合＞
たとえば、
「伝道パック」を委託ではなく、事前に購入もできます（料金先払い）
。その場合は、１セットあ
たりの価格を安く販売してくださっても大丈夫です（たとえば、１２セットを購入いただいた場合、１セット
３０００円での販売が可能になります）
。この場合、開催費用等のヘルプにはなりませんが、参加者の皆さん
には、安価で提供できます。主催者の皆さんの状況が許されるようでしたら、どうぞご利用ください。
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映画試写会
希望作品 （
（

＆DVD 販売会

）
「ファイアー・ストーム」 （

申込書

）
「フェイシング・ザ・ジャイアント」

）「アメイジング・グレイス」

希望日時

年

上映会場所

月

日

〒

（ご住所・TEL 等）
TEL

E ﾒｰﾙ

参加者予想人数
DVD 販売案

例） 会場にテーブルを設置
上映終了後にアピール予定 など。

販売用 DVD 希望枚数

「ファイアー・ストーム」
（DVD/書籍パッケージ）
3,990 円 （試写会限定特価）
（

）セット （※６セット以上より受付）

「ファイアー・ストーム‐決断する愛」
（書籍のみ） 1,720 円
（

）冊

「フェイシング・ザ・ジャイアント」
（

）枚（６枚以上より受付）

「アメイジング・グレイス」
（
DVD 送付先

1,500 円（試写会限定特価）
3,380 円（試写会限定特価）

）枚（６枚以上より受付）

（※上映会場所と異なる場合、ご記入ください）

（ご住所・TEL）
TEL

チラシ案データ

送付希望します

（

）

※メールアドレス（

）

「ファイアー・ストーム」
バナー（３ｐ参照）

送付希望します

（

）※送料実費かかります

チア・にっぽん事務局
〒189-0013 東京都東村山市栄町 1-5-4-103
担当：米澤 輝美
TEL 042－318－1807

FAX 03－6862－8648

メール：office@cheajapan.com
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