


料金 ¥

A

B

C

1800
（1500）

（）内は会員料金

1500
（1200）

1100

一般 大学生
専門学生

シニア
（60歳以上）

1700
（1400）

1400
（1100）

1500
（1200）

1200
（1100）

・高校生以下・障害者は 1000 円
・メンバーズクラブ（年会費2000円）は、
  当日より会員価格が適用されます。
  ぜひご入会ください。

近隣劇場
LINE UP

● 
　中区伊勢佐木町 2-8-1
　(045-261-2995）
 

▼ 上映中～『禅と骨 Zen and Bones』他
▼ 9/30（土）～『マンチェスター・バイ・ザ・シー』
▼ 10/14（土）～『ヨコハマメリー』

●
　中区長者町 6-95
　(045-341-3180）
 

▼ 上映中～ 『追悼特集 鈴木清順』
  　　　『チャルカ』『隠された時間』『狂覗』他
▼ 9/30（土）～『乱 デジタル修復版』他

横浜シネマリン横浜ニューテアトル 音声ガイド付き上映

目の不自由な方も、映画を一緒に楽めます。

・ 10/1（日）17:15 回「おクジラさま　ふたつの正義の物語」 料金 : 1000 円（しょうがい者＋付添１名）
・ 10/15（日）13:00 回「じんじん 其の二」 料金 : 1000 円（しょうがい者＋付添１名）

アイム・ノット・
シリアルキラー

ソシオパスvsシリアルキラー狂気の対決 !
クリストファー・ロイドがシリアルキラーを演じるサ
スペンス・ホラー。死体や殺人に異常な興味を示
す少年が田舎町で起きた連続猟奇殺人事件の
真相に迫り、その犯人と対峙する姿が描かれる。
[監] ビリー・オブライエン
[出] マックス・レコーズ、クリストファー・ロイド
[2016年/アイルランド他/86分/松竹メディア事業部/DCP]

¥ A

(C)2016 FLOODLAND PICTURES AND THE TEA SHOP & FILM COMPANY

9/30（土） ～  
10/6（金） 

キム・ナムギル主演！新たな愛のかたちを描く

ワン・デイ 
悲しみが消えるまで

キム・ナムギルとチョン・ウヒ共演のファンタジー
ドラマ。最愛の妻を失い無気力なカンス。ある
日、事故で昏睡状態に陥った女性ミソを仕事で
訪れた彼は、ミソの霊魂に声をかけられて…。
[監] イ・ユンギ
[出] キム・ナムギル,チョン・ウヒ
[2017年/韓国/113分/ファインフィルムズ/DCP]

¥ A

(C)2016 INVENT STONE ALL RIGHTS RESERVED

10/7（土） ～   
10/13（金） 

ギミー・デンジャー

ジャームッシュ監督による音楽ドキュメンタリー！
パンク界のカリスマ、イギー・ポップが属した The 
Stoogesの歴史をたどる音楽ドキュメンタリー。
過激なサウンドやステージングでファンを魅了し
たバンドの軌跡をインタビューなどで描く。
[監] ジム・ジャームッシュ   
[出] イギー・ポップ、ロン・アシュトン、スコット・アシュトン
[2016年/アメリカ/108分/ロングライド/DCP]

¥ A

(C)2016 Low Mind Films Inc

9/30（土） ～   
10/13（金） 

Gimme Danger

それは美しさに溢れた物語。ジャームッシュ監督作！

パターソン

アダム・ドライバー主演によるジム・ジャームッ
シュ監督作。ニュージャージー州パターソンを舞
台に、街と同じ名前を持つバス運転手パターソ
ンの7日間を、人 と々の交流を交え映し出す。
[監] ジム・ジャームッシュ
[出] アダム・ドライバー、ゴルシフテ・ファラハニ、永瀬正敏
[2016年/アメリカ/118分/ロングライド/DCP]

¥ APaterson

Photo by MARY CYBULSKI (C)2016 Inkjet Inc. All Rights Reserved.

9/30（土） ～   
10/20（金） 

アカデミー賞2大女優で贈る、人生リスタートの物語

素敵な遺産相続

シャーリー・マクレーンとジェシカ・ラングが共演
し、夫に先立たれた女性が、予想外の高額の遺
産を元手に親友とバカンスに出かけ、人生を再
スタートしようとする姿を描くハートフルコメディ。
[監] アンディ・テナント
[出] シャーリー・マクレーン、ジェシカ・ラング
[2016年/アメリカ/92分/ファインフィルムズ/DCP]

¥ AWild Oats

(C)2015 Faliro House & Haos Film

10/14（土）～ 
10/20（金） 

『アンダーグラウンド』エミール・クストリッツァ最新作！

オン・ザ・ミルキー・ロード

名匠エミール・クストリッツアがモニカ・ベルッチ
をヒロインに迎えて描く9年ぶりの監督作。クス
トリッツァ自らも主演を務め、戦争の混乱の中で
運命に翻弄される男の波乱万丈な人生を描く。
[監] エミール・クストリッツァ
[出] エミール・クストリッツァ、モニカ・ベルッチ
[2016年/セルビア他/125分/ファントム・フィルム/DCP]

¥ AOn the Milky Road

9/15（土） ～   
10/13（金） 

(C)2016 LOVE AND WAR LLC

ダブルミンツ ＜R15+＞

男同士の極限までの愛憎…衝撃作が映画化！
ボーイズラブ漫画で知られる中村明日美子の
原作を内田英治監督が映画化。時を経て再
会を果たした二人の男。昔の二人の関係が姿
を変え、犯罪の世界へと墜ちていくさまを描く。
[監] 内田英治  
[出] 淵上泰史、田中俊介、須賀健太、川籠石駿平、冨手麻妙 
[2017年/日本/100分/アーク・フィルムズ,スターキャット/DCP]

¥ A

(C)2017「ダブルミンツ」製作委員会 (C)中村明日美子

10/14（土）～ 
10/20（金） じんじん 其の二

丹沢の麓、秦野の森が育む人と緑と絆の物語
大地康雄が企画・主演の人間ドラマ。秦野で居
候中の大道芸人の銀三郎は、ふとしたことから
思い悩む若者・哲生の世話を焼くことに。哲生
は林業で働き始めるが、姿を消してしまい…。
[監] 山田大樹  
[出] 大地康雄、福士誠治、鶴田真由、菅野莉央、岡安泰樹 
[2017年/日本/118分/パイプライン/DCP]

¥ A

(C) 2017「じんじん　其の二」製作委員会

10/14（土）～ 
10/20（金） 望郷

島で起こるふたつの親子が織りなす感動のミステリー
湊かなえの連作短編集収録を映画化。しきた
りを重んじる家で島に縛られる夢都子。確執を
抱え死別した父の本当の思いを知った航。二
人はそれぞれ葛藤を胸に、故郷と向き合う。
[監] 菊地健雄  
[出] 貫地谷しほり、大東駿介、木村多江、緒形直人、森岡龍 
[2017年/日本/112分/エイベックス・デジタル/DCP]

¥ A

(C)2017 avex digital Inc.

10/14（土）～
終了未定 

愛す、殺す、愛す、殺す。電気椅子行きの蜜月旅行

ハネムーン・キラーズ

1940 年代アメリカに実在した殺人鬼カップル
を題材にした犯罪ドラマ。全米公開はすぐ終了
するも、トリュフォーが絶賛するなどして注目を集
め、カルト・クラシックとして語り継がれる作品。
[監] レナード・カッスル
[出] シャーリー・ストーラー、トニー・ロー・ビアンコ
[1970年/アメリカ/108分/アンプラグド/DCP]

¥ AThe Honeymoon Killers

10/14（土）～ 
10/20（金） 

(C)1969 ROXANNE CO.ALL RIGHTS RESERVED.

名匠ファティ・アキがンベストセラー小説を映画化

50年後のボクたちは

「消えた声が、その名を呼ぶ」のファティ・アキン
監督作。家庭環境に恵まれず、クラスからもは
み出した14歳のマイクは夏休み、奇妙な転校
生チックに誘われ、盗んだ車で旅に出るが…。
[監] ファティ・アキン
[出] トリスタン・ゲーベル、アナンド・バトビレグ
[2016年/ドイツ/93分/ビターズ・エンド/DCP]

¥ ATschick

10/7（土）～
終了未定 

(C)2016 Lago Film GmbH. Studiocanal Film GmbH

実在の殺人鬼カップルを元に愛の奈落を描く

地獄愛 ＜R15+＞

「変態村」の監督が、1940年代に約20人の女
性を殺害した殺人鬼カップルをモデルに、結
婚詐欺師の男と彼に執着するシングルマザー
が織り成す狂気の愛を描くクライムスリラー。
[監] ファブリス・ドゥ・ベルツ
[出] ロラ・ドゥエニャス、ローラン・リュカ  
[2014年/ベルギー他/93分/アンプラグド/DCP]

¥ AAlleluia

10/7（土） ～   
10/13（金） 

(C)Panique / Radar Films / Savage Film / Versus Production / One Eyed - 2014
(C)2015 SBS PRODUCTIONS ‒ SBS FILMS‒ TWENTY TWENTY VISION
 FILMPRODUKTION ‒ FRANCE 2 CINEMA ‒ ENTRE CHIEN ET LOUP

賞レース席巻の極上エロティックサスペンス！

エル ELLE

イザベル・ユペールが会社社長を演じ、ある事件
をきっかけにその恐ろしい本性を明らかにするさ
まを描くサスペンス。ゴールデン・グローブ賞で
主演女優賞と外国語映画賞をダブル受賞した。
[監] ポール・バーホーベン
[出] イザベル・ユペール、ローラン・ラフィット  
[2016年/フランス/131分/ギャガ/DCP]

¥ AElle

10/7（土） ～   
10/20（金） 

すべて、あなたへとつづく美しい人生の瞬間

エタニティ 永遠の花たちへ

トラン・アン・ユン「ノルウェイの森」以来6年ぶり
の監督作。オドレイ・トトゥ、メラニー・ロランら実力
派女優たちを主演に、運命に翻弄されながらも
世代を超えて命をつなぐ女性たちの姿を描く。
[監] トラン・アン・ユン
[出] ドレイ・トトゥ、ベレニス・ベジョ、メラニー・ロラン
[2016年/フランス他/115分/キノフィルムズ/DCP]

¥ AEternite

9/30（土）～ 
終了未定 

(C)Nord-Ouest

閉塞感の中でもがく青春を描くブラックコメディ

獣道 ＜R15+＞

「下衆の愛」などの内田英治監督が、とある地
方都市を舞台に、周囲の大人たちに翻弄され
ながらも生きる場所を探す若い男女の姿を、
実話をベースに描いた青春ブラックコメディ。
[監] 内田英治
[出] 伊藤沙莉、須賀健太、アントニー、吉村界人、韓英恵
[2017年/日本/94分/サードウィンドウフィルムズ/DCP]

¥ A 

9/30（土） ～   
10/13（金） 

(C)third window films

9/30（土）10/1（日）
舞台挨拶予定！
※詳細は近日決定

最低だから最高 ! 面白い事だけを追求して25年

MOTHER FUCKER

フォークシンガーでありながら音楽レーベル 
Less Than TVを主宰する、谷ぐち順のドキュ
メンタリー。同レーベルの軌跡を振り返りなが
ら、谷ぐちの日常、仲間たちの姿を見つめる。
[監] 大石規湖
[出] 谷ぐち順、YUKARI、谷口共鳴
[2017年/日本/98分/日本出版販売/ブルーレイ上映]

¥ A 

10/14（土）～ 
10/20（金） 

(C)2017 MFP All Rights Reserved.

期間中
イベント予定！
※詳細は近日決定

期間中
イベント予定！
※詳細は近日決定

「ディアーディアー」菊地健雄の監督第 2作！

ハローグッバイ

同じクラスでも交わることのないタイプの異なる
2人の女子高生が、一人のおばあさんとの出会
いをきっかけに交流を持ち、ぶつかり合いながら
も次第に認め合っていく姿を描く青春映画。
[監] 菊地健雄
[出] 萩原みのり、久保田紗友、渡辺シュンスケ、渡辺真起子
[2016年/日本/80分/アンプラグド/DCP]

¥ A 

10/7（土） ～   
10/20（金） 

(C)2016 Sony Music Artists

踊り続ける女王の果てなき挑戦を映し出す

パッション・フラメンコ

現代フラメンコ界を代表するサラ・バラス。彼女
がパコ・デ・ルシアら6人のフラメンコの巨匠にさ
さげる新作公演を完成させフランス、日本などで
行った世界ツアーに密着したドキュメンタリー。
[監] ラファ・モレス,ぺぺ・アンドレウ 
[出] サラ・バラス,ホセ・セラーノ  
[2016年/スペイン/95分/アルバトロス・フィルム/DCP]

¥ ASara Baras. Todas las voces

 

9/23（土）～ 
10/6（金） 

時代に翻弄されたひとりの女、その衝撃の運命とは

ラスト・プリンセス 
大韓帝国最後の皇女

日韓併合という歴史にのまれ波乱の人生を
送った皇女の実話を元に描くドラマ。日本へ留
学させられた皇女が幼なじみと心を通わせ、帰
国を願うも、悲運に巻き込まれる様を描く。
[監] ホ・ジノ
[出] ソン・イェジン、パク・ヘイル、ユン・ジェムン
[2016年/韓国/127分/ハーク/DCP]

¥ A

(C)2016 DCG PLUS & LOTTE ENTERTAINMENT All Rights Reserved.

9/23（土）～ 
9/29（金） 

近代絵画の父セザンヌと小説家ゾラの出会い

セザンヌと過ごした時間

ポスト印象派の巨匠セザンヌと文豪ゾラの交流
を美しい映像で綴ったドラマ。幼い頃から夢を
語り合って来た2人だが、作家として成功したゾ
ラに対して、セザンヌはなかなか芽が出ず…。
[監] ダニエル・トンプソン  
[出] ギョーム・ガリエンヌ、ギョーム・カネ、アリス・ポル  
[2016年/フランス/114分/セテラ・インターナショナル/DCP]

¥ ACezanne et moi

9/23（土）～ 
10/13（金） 

(C)2016 - G FILMS - PATHE - ORANGE STUDIO - FRANCE 2
 CINEMA - UMEDIA - ALTER FILMS

この身元不明の死体にメスを入れてはならない…

ジェーン・ドウの解剖

身元不明の女性の検死を行うことになった親子
が、解剖を進めるうちに怪奇現象に襲われるホ
ラー。逃げ場のない恐怖をリアルな解剖シーン
と共に描き、世界の映画祭で高い評価を得た。
[監] アンドレ・ウーブレダル
[出] エミール・ハーシュ、ブライアン・コックス
[2016年/イギリス/86分/松竹メディア事業部/DCP]

¥ AThe Autopsy of Jane Doe

9/23（土）～ 
9/29（金） 

(C) 2016 Autopsy Distribution, LLC. All Rights Reserved

＜R15+＞

鎌倉アカデミア
青の時代

４年半で消え去った「幻の大学」の真実とは
終戦間もない1946年に開校、いずみたくや山
口瞳らを輩出するものの、わずか4年半で消え
去った鎌倉アカデミア。幻の大学の真実を、鈴
木清順の証言などを元に迫るドキュメンタリー。
[監] 大嶋拓
[出] 鈴木清順,岩内克己,勝田久,加藤茂雄,川久保潔
[2016年/日本/119分/ブルーレイ上映]

¥ A

10/7（土） ～   
10/13（金） 

(c)2016「鎌倉アカデミア 青の時代」製作委員会

10/7（土）
舞台挨拶あり！
※詳細はイベント欄へ

おクジラさま
ふたつの正義の物語

半世紀以上続く「捕鯨論争」に新たな光を当てる！
『ハーブ＆ドロシー』の佐々木芽生が、映画『ザ・
コーヴ』以来、イルカやクジラの漁で世界から
注目されることとなった太地町の歴史や漁につ
いての様々な意見を捉えたドキュメンタリー。
[監] 佐々木芽生
[2016年/日本、アメリカ/97分/エレファントハウス/DCP]

¥ A

(C)「おクジラさま」プロジェクトチーム

9/23（土）～ 
10/13（金） 

音声ガイド付
上映あり
音声ガイド付
上映あり

音声ガイド付
上映あり
音声ガイド付
上映あり

9/23（土）
舞台挨拶あり！
※詳細イベント欄へ

リベリアの白い血

NYとアフリカを舞台に日本人監督が描く移民の物語
ニューヨークを拠点に活躍する福永壮志の長編
デビュー作。リベリアのゴム農園の過酷な労働
で家族を養うシスコは、従兄弟からアメリカでの
生活のことを聞き、単身渡米を決意するが…。
[監] 福永壮志   
[出] ビショップ・ブレイ、ゼノビア・テイラー
[2015年/アメリカ、リベリア/88分/ニコニコフィルム/DCP]

¥ A

  

9/23（土）～ 
9/29（金） 

9/24（日）
舞台挨拶あり！
※詳細イベント欄へ

ジュゴンが棲む海で、いま何が起きているのか

ZAN
ジュゴンが姿を見せるとき

絶滅危惧種のジュゴンが生息する沖縄県辺野
古・大浦湾の自然を題材にしたドキュメンタリー。
自然保護団体や地元住民などを取材し、地域が
直面している状況や自然保護の重要性を訴える。
[監] リック・グレハン 
[出] 吉田正人、安部真理子、中井達郎、東恩納琢磨
[2017年/日本/73分/ユナイテッドピープル/ブルーレイ上映]

¥ A

XX

9/30（土） ～   
10/6（金） 

9/30（土）10/1（日）
舞台挨拶あり！
※詳細はイベント欄へ

海外派遣監督の映画祭

安藤紘平『フェルメールの囁き』、浜野佐知
『百合祭』、竹内孝次『おじいさんのランプ』、
林海象『探偵事務所５/楽園・失楽園』、伊藤
俊也『始まりも終わりもない』、すずきじゅんい
ち『二つの祖国で』、山本政志『リムジンドライ
ブ』ほかを日替わり上映。連日イベントあり！

詳細は別チラシをご覧ください。
※招待券やポイントカードの無料鑑賞不可

¥ C 

10/14（土）～ 
10/20（金） 

(C)2017 MFP All Rights Reserved.

期間中
連日トークあり！
※詳細は別チラシ

主催：文化庁芸術家在外研修員の会

アメリカ文学史上の奇跡とされる女性詩人の素顔とは

静かなる情熱
エミリ・ディキンスン

19世紀の詩人エミリ・ディキンスンを取り上げた
伝記ドラマ。北米の小さな町にある緑豊かな屋
敷から出ることなく、約1800篇の詩を遺し無名
のまま他界した彼女の知られざる半生を追う。
[監] テレンス・デイビス 
[出] シンシア・ニクソン、ジェニファー・イーリー、キース・キャラダイン
[2016年/イギリス/125分/アルバトロス・フィルム、ミモザフィルムズ/DCP]

¥ A

10/14（土）～
終了未定 

(C)A Quiet Passion Ltd/Hurricane Films 2016. All Rig hts Reserved.


