6

劇場オープンは、初回上映（ジャックとベティの早い方）の25分前予定です

月

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

11:25〜14:10
軍中楽園

ゆれる人魚

16:45〜18:20
予告なし

オレの獲物はビンラディン
予告なし

名前のない女たち
うそつき女

20:05〜21:35
四月の永い夢

21:45〜23:20
予告なし

ダリダ

あまい囁き

09:10〜11:20

タクシー運転手
約束は海を越えて

14:15〜16:40

19:00〜21:00

14:55〜17:00

消された女

17:10〜18:40
予告なし

君の名前で僕を呼んで

16:40〜18:50
予告なし

ダークサイド

19:00〜20:45

ヒューマン・ハンター

18:50〜20:25
予告なし

苦い銭

タクシー運転手
約束は海を越えて

20:55〜23:15

20:35〜23:20
09:10〜10:40

修道士は沈黙する

10:50〜12:40

ラーメン食いてぇ！

12:50〜14:40

タクシー運転手
約束は海を越えて

14:50〜17:10
予告なし

ダリダ

あまい囁き

17:15〜19:25
予告なし

ゆれる人魚

19:30〜21:05
予告なし

軍中楽園

21:10〜23:25

後編 16:35〜19:15
予告なし

＜6/28（木）〜29（金）
＞

ゴーモン映画 特集
13:45 〜 ②日替

①

09:10〜11:25

注 6/17（日）18（月）は休映

19:20〜21:20

さよなら、
僕のマンハッタン

11:35 〜13:30
② 19:30 〜21:25
予告なし

予告なし

さよなら、
僕のマンハッタン

13:40〜15:10
SUKITA

刻まれたアーティストたちの一瞬

15:20〜17:15
予告なし

目撃者 闇の中の瞳

17:25〜19:25
予告なし

ラーメン食いてぇ！

21:35〜23:20
予告なし

ひばりのすべて

イベント・劇場からのお知らせ

21:30〜23:00
予告なし

フジコ・ヘミングの時間
①

2人で ￥2,200

告白小説、その結末

09:10 〜10:55
② 15:40 〜17:25
③ 21:25 〜23:05
①

予告なし

君の名前で僕を呼んで

11:05〜13:20

フジコ・ヘミングの時間

13:30〜15:30

クジラの島の忘れもの

17:35〜19:15

6

月

予告なし

29歳問題

17（日）18（月）のみ

予告なし

●「名前のない女たち うそつき女」
6/2
（土）
20:05回上映前、初日舞台挨拶開催
城アンティアさん、円田はるかさん、サトウトシキ監督
●「ラーメン食いてぇ
！」
6/9
（土）
12:50回上映後、初日舞台挨拶開催
片桐仁さん、鈴木仁行プロデューサー
※登壇者は予定

19:25〜21:15
09:45〜11:20
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
21:10〜23:15
予告なし

女性 ￥1,100

￥1,100

刻まれたアーティストたちの一瞬

軍中楽園

上映スケジュール

男性 ￥1,100

SUKITA

予告なし

予告なし

さよなら、
僕のマンハッタン

アンダーグラウンド 完全版
前編 13:45〜16:25

次週あり

ヒトラーから世界を救った男

刻まれたアーティストたちの一瞬

6/2 - 6/29

全員 ￥1,100

＜6/23（土）〜27（水）＞

詳細は別チラシ

︵時間未定︶

ウィンストン・チャーチル

② 日替時間

続くか未定

殺人者の記憶法

予告なし

次週あり

16:50〜18:50

後編 13:55〜16:35

︵時間未定︶

自由席・整理番号制 １１５席

娼年

11:05 〜

次週あり

11:30〜14:05

SUKITA

①

︵時間未定︶

ザ・スクエア 思いやりの聖域

予告なし

＜6/16（土）〜20（水）＞

ゴーモン映画 特集

18.

次週あり

18:25〜20:00

12:55〜14:45

＜6/21（木）
・22（金）＞

アンダーグラウンド 完全版
前編 11:05〜13:45

︻入替制︼

自由席・整理番号制 ９６席

14:20〜16:35

危険な関係 デジタル・リマスター版

①

予告なし

恋多き女 デジタル修復版

11:05〜12:45

09:15 〜 ②11:30 〜

09:05〜10:55

︻入替制︼

苦い銭

09:00〜10:55

次週あり

09:15〜11:15

大いなる幻影 デジタル修復版 危険な関係 デジタル・リマスター版 華麗なるフランス映画

︵時間未定︶

獄友（ごくとも）

整理番号順入場。
全席自由席。
お荷物含めて各回
完全入替制です。
回指定チケットは、
鑑賞日の１週間前
より販売します。

会員一般…1200円
会員大専…1100円

● ＜ひばりチャンネル100回記念＞「ひばりのすべて」
① 6/17
（日）
上映後、
トーク予定、東勝さん
（「ひばりのすべて」助監督）、
鶴田理一郎さん
（美空ひばりさんを愛する横浜市民の会 会長）
② 6/17
（日）
、18
（月）
来場者に記念品プレゼントあり
③ 6/17
（日）
、18
（月）
上映後、ひばりさんご親戚「魚増」お魚販売あり
【予告】

6/30（土）より

駐車場割引はじめます

当館チケット

3,000円 以上 ご購入で

（前売券の場合は3,000円分を回指定チケットに引き換えで）

サービス券プレゼント !!

対象の駐車場で割引を
受けられます。詳細は
近日発行のチラシにて

「アメリカン・ヴァルハラ」
「死の谷間」
「明日にかける橋 1989年の想い出」
「女になる」
「AMY SAID エイミーセッド」
「祝福 オラとニコデムの家」
6/30（土）〜「フロリダ・プロジェクト 真夏の魔法」
「港町」
「D5 5人の探偵」
「ラスト
・ワルツ」
「ブラッド・スローン」
「ロキシー」
「心と体と」
8/4（土）〜「2重螺旋の恋人」
「アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル」
「彼の見つめる先に」
「愛の病」
「私は絶対許さない」
8/10（金）〜「追想」
7/6（金）〜「セラヴィ
！」
「ガチ星」
「わた
したちの家」
「泳ぎすぎた夜」
8/11（土）〜「ヒトラーを欺いた黄色い星」
「毎日がアルツハイマー ザ・ファイナル」
「サラバ静寂」
7/7（土）〜「ウィッチ・フウィッチ」
「英国総督 最後の家」
「沖縄スパイ戦史」
「ニワトリ★スター」
「友罪」
「欲望の翼
デジタルリマスター版」
「スパイ
ナル
・タップ」
8/25（土）〜「クリミナル・タウン」
「サム
ラ
イ
と愚か者
オ
リ
ンパス事件の全貌」
「イ
カリエ-XB1」
7/13（金）〜「グッバイ
・ゴダール！」
＜よこはま若葉町多文化映画祭2018＞
「さすら
いのレ
コー
ド
・
コ
レ
ク
タ
ー
10セ
ン
ト
の宝物」
7/14（土）〜「デイヴィッドとギリアン 響きあうふたり」
9/1（土）〜「きみの鳥はうたえる」
「ザ・ビッグハウス」
「クレイジー・フォー・マウンテン」
「ビューティフル・デイ」
「時間回廊の殺人」
9/22（土）〜「青銅の基督＋今夜新宿で、彼女は、」
「オンネリとアンネリのおうち」
「海を駆ける」
「ソフィア・コッポラの椿姫」
「きみへの距離、1万キロ」
時期未定〜
「大和
（カリフォルニア）」
「フェリーニに恋して」
「ジェイン・ジェイコブズ ニューヨーク都市計画革命」
「犯罪都市」
「ウインド・
リバー」
「母という名の女」
7/21（土）〜「子どもが教えてくれたこと」
「北朝鮮をロックした日 ライバッハ・デイ」
「万引き家族」
「ス
ト
リ
ー
ト
・
オブ
・ファイヤー」
「志乃ちゃんは自分の名前が言えない」
「私はあなたのニグロではない」
「少女邂逅」
「ラ・チャナ」
「心の故郷 ある湾生の歩んできた道」 「女と男の観覧車」
「father カンボジアへ幸せを届けた ゴッちゃん神父の物語」
「ルイ14世の死」
7/21（土）のみ＜手話弁士付き上映2018夏＞ 「スターリンの葬送狂騒曲」
「いつだってやめられる 10人の怒れる教授たち」
「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ★アディオス」
7/21（土）〜8/3（金）
「菊とギロチン」
「メイ
ド・イン・ホンコン デジタルリマスター版」
「返還交渉人 いつか、沖縄を取り戻す」
＜柳下美恵のTHEピアノ&シネマ vol.7＞
＜村田朋泰特集 夢の記憶装置＞＜Viva!イタリアvol.4＞
「聖なるもの」
「最初で最後のキス」
「エヴァ」
「海底王キートン」
「ロイ
ドの要心無用」
日替り
＜TANIZAKI TRIBUTE＞「神と人との間」他２本

6/30（土）以降の予定 ※変更の場合あり

7/28（土）〜「ほたるの川のまもりびと」
「男と女、
モントーク岬で」
＜真夏のチェコアニメフェスティバル＞

苦い銭

6/2（土）〜
6/15（金）
¥

Ku Qian

A

軍中楽園

5/26（土）〜
6/22（金）
¥

軍中樂園 Paradise in Service

A

ゆれる人魚 ＜R15+＞
The Lure

6/2（土）〜
6/15（金）
¥

A

名前のない女たち

うそつき女

＜R15+＞

タクシー運転手

１週 6/2（土）〜
限定 6/8（金）
¥

約束は海を越えて

A

6/2（土）〜
6/22（金）
¥

A

１週 6/9（土）〜
6/15（金）

大いなる幻影 デジタル
修復版 限定
La Grande Illusion

A

¥

恋多き女

デジタル
修復版

１週 6/9（土）〜
限定 6/15（金）
¥

Elena et les Hommes

A

6/2（土）

(C)016 Gladys Glover-House on Fire-Chinese Shadows-WIL Productions

(C)2014 Honto Production Huayi Brothers Media Ltd. Oriental Digital Entertainment Co., Ltd.
1 Production Film Co. CatchPlay, Inc. Abico Film Co., Ltd All Rights Reserved

舞台挨拶あり
イベント欄へ

※詳細は
X

(C)2015WFDIF, TELEWIZJA POLSKA S.A, PLATIGE IMAGE

(C)2017 SHOWBOX AND THE LAMP. ALL RIGHTS RESERVED.

(C)1937 STUDIOCANAL All rights reserved

(C)1956 Gaumont - StudioCanal Image

働けど、働けど。名匠ワン・ビンが見つめた人生模様

タブーに挑んだ問題作がついにベールを脱ぐ

ダークでロマンチック、大人のためのミュージカル映画

社会の底辺で生きる男と女の生々しい青春群像

韓国現代史上の最大の悲劇、光州事件の真実

ジャン・ルノワール最高傑作にして不朽の名作！

公女エレナが巻き起こす恋愛騒動を描く名作

「収容病棟」のワン・ビン監督が、過酷な環境で
縫製工場で働く人々の日常を通し、現代社会の
歪な面を浮かび上がらせるドキュメンタリー。ヴェ
ネチア映画祭オリゾンティ部門脚本賞ほか受賞。

台湾で戦後40年にわたり公然の秘密となってい
た831部隊と呼ばれる娼館を取り上げたドラマ。
1969年金門島を舞台に、青年と古兵、様々な事
情を抱えた女性たちが織り成す物語を描く。

共産主義下の1980年代のポーランドを舞台に、
肉食人魚姉妹の少女から大人への成長物語を
描くホラーファンタジー。サンダンス映画祭ワー
ルドシネマコンペドラマ部門で審査員特別賞。

ピンク四天王の一人・サトウトシキが、ルポ『名
前のない女たち 貧困AV嬢の独白』
を原作に、
AV業界に携わる者たちの生き様を描く群像ド
ラマ。吹越満が主人公のルポライターを演じる。

1980年に韓国で起き、多数の死傷者を出した
光州事件を世界に伝えたドイツ人記者と、彼を
現場まで送り届けたタクシー運転手の実話を元
に描く。韓国で1200万人動員の大ヒットを記録。

第1次世界大戦下のドイツ捕虜収容所を舞台に
繰り広げられる人間模様を描き、外国語映画と
して初めてアカデミー作品賞にノミネートされるな
ど世界的に高く評価された反戦映画の傑作。

イングリッド・バーグマンを主演に迎えた恋愛喜
劇。20世紀初頭、革命記念日に沸くパリ。美貌の
ポーランド公女エレナに心を奪われた3人の男た
ちの行動はフランスの国家体制まで揺るがし…。

[監] ニウ・チェンザー
[出] イーサン・ルアン、
レジーナ・ワン、チェン・ジェンビン
[2014年/台湾/133分/太秦/DCP]

[監] アグニェシュカ・スモチンスカ
ミハリナ・オルシャンスカ
[出] キンガ・プレイス、マルタ・マズレク、
[2015年/ポーランド/92分/コピアポア・フィルム/DCP]

[監] サトウトシキ
[出] 吹越満、城アンティア、円田はるか、笠松将、小南光司
[2018年/日本/86分/渋谷プロダクション/DCP]

[監] チャン・フン
トーマス・クレッチマン、ユ・ヘジン
[出] ソン・ガンホ、
[2017年/韓国/137分/クロックワークス/DCP]

[監] ジャン・ルノワール
[出] ジャン・ギャバン、ディタ・パルロ、
ピエール・フレネー
[1937年/フランス/114分/川崎市アートセンター/DCP]

[監] ジャン・ルノワール
[出] イングリッド・バーグマン、
ジャン・マレー、
メル・ファーラー
[1957年/フランス/99分/川崎市アートセンター/DCP]

[監] ワン・ビン
[2016年/フランス、香港/163分/ムヴィオラ/DCP]

危険な関係 デジタルリマスター版
Les liaisons dangereuses 1960

6/9（土）〜
6/22（金）
¥ 特

SUKITA

刻まれたアーティストたちの一瞬

6/9（土）〜
6/29（金）
¥

A

消された女
Insane

１週 6/9（土）〜
限定 6/15（金）
¥

A

ヒューマン・ハンター
The Humanity Bureau

１週 6/9（土）〜
限定 6/15（金）
¥

A

さよなら、僕の
マンハッタン

6/9（土）〜
6/29（金）
¥

A

アン 6/9（土）〜
6/15（金）

修道士は沈黙する コール
Le confessioni

A

¥

ラーメン食いてぇ！

6/9（土）〜
6/22（金）
¥

A

6/9（土）

X

(C)2018「SUKITA」パートナーズ

(C)2017 HUMANITY PRODUCTIONS INC. HUMANITY WEST PRODUCTIONS INC.

(C)2016 OAL, ALL RIGHTS RESERVED

舞台挨拶あり
※詳細はイベント欄へ

(C)2015 BiBi Film-Barbary Films

(C)2017 AMAZON CONTENT SERVICES LLC

(C)林明輝／講談社・2018「ラーメン食いてぇ！」製作委員会

フランスの至宝が豪華競演した奇跡の傑作

天才たちの永遠の一瞬を獲得した写真家の軌跡

実際の監禁事件を基にした驚愕のサスペンス！

2030 年、
そこは人間が人間を狩る、暗黒の世界

『(500) 日のサマー』
『gifted』マーク・ウェブ監督最新作

高級ホテルで繰り広げられる社会派ミステリー

ラーメンを起点に感動を呼ぶハートフルストーリー

古典をジェラール・フィリップとジャンヌ・モローで
映画化。舞台を当時のパリに置き換え、退廃的
な官能美をモノクロとモダンジャズで描いた。

デヴィッド・ボウイ、ジム・ジャームッシュ、YMOら多
くのアーティストとコラボレーションする写真家・鋤
田正義。その足跡を辿るとともに、彼自身や関係
者の証言から人柄や魅力を浮かび上がらせる。

利益を得るため法を悪用し、健康な者を精神
病院に強制入院させた韓国の実際の事件を
モチーフにした社会派サスペンス。おぞましい
までの人間の欲望や狂気の現実を描く。

ニコラス・ケイジが人間を狩るヒューマン・ハンター
に扮するSFアクション。国が国民を管理する近未
来。対象者を強制移住させる任務に就くノア・クロ
スはある出会いを契機に反逆を決意するが…。

大学卒業を機に、ニューヨークで一人暮らしを
始めた青年が、奇妙な隣人との出会いを経て成
長していく姿を、サイモン＆ガーファンクルやボ
ブ・ディランらの往年の名曲と共に描くドラマ。

「ローマに消えた男」ロベルト・アンドー監督作。
G8の会合が行われているホテルで、関係者の遺
体が発見される。その前夜、彼と修道士の密会が
明らかになるが、修道士は沈黙を守り続ける…。

妻を亡くし、閉店を決意したラーメン店主、遭難し
た料理研究家、自殺願望を持つ女子高生。3人
が一杯のラーメンに出会ったことをきっかけに、運
命を変えてゆく。人気WEBコミックの映画化。

[監] 相原裕美
[出] 鋤田正義、布袋寅泰、
ジム・ジャームッシュ
[2018年/日本/115分/パラダイス・カフェフィルムズ/DCP]

[監] イ・チョルハ
[出] カン・イェウォン、
イ・サンユン、
チェ・ジノ
[2017年/韓国/91分/太秦/DCP]

[監] ロブ・キング
ヒュー・ディロン
[出] ニコラス・ケイジ、サラ・リンド、
[2017年/アメリカ/95分/アルバトロス・フィルム/DCP]

[監] マーク・ウェブ
ジェフ・ブリッジス、ケイト・ベッキンセール
[出] カラム・ターナー、
[2017年/アメリカ/88分/ロングライド/DCP]

[監] ロジェ・バディム [出] ジェラール・フィリップ、ジャンヌ・モロー
[1959年/フランス/110分/セテラ・インターナショナル/DCP]

¥ 一律1400円
※サービスデーなど各種割引対象外

君の名前で僕を呼んで
Call Me by Your Name

6/16（土）〜
6/29（金）
¥

A

(C)Frenesy, La Cinefacture

ダークサイド
Looking Glass

１週 6/16（土）〜
限定 6/22（金）
¥

A

フジコ・ヘミングの時間

6/16（土）〜

終了未定

¥

A

(C)018「フジコ・ヘミングの時間」
フィルムパートナーズ

(C)2017 Motel Voyeur, LLC.

１週 6/16（土）〜
6/22（金）

目撃者 闇の中の瞳 限定
目撃者 Who Killed Cock Robin

¥

A

１週 6/21
アンダーグラウンド 限定
6/27

（木）〜
（水）

完全版＜前編・後編＞

¥

A

告白小説、その結末
D'apres une histoire vraie

[監] 熊谷祐紀
[出] 片桐仁、中村ゆりか、葵わかな、宅間孝行、森尾由美
[2018年/日本/102分/ブロードメディア・スタジオ/DCP]

6/23（土）〜

終了未定

¥

A

(C)2017 WY Productions, RP Productions, Mars Films, France 2 Cinema,
Monolith Films. All Rights Reserved.

(C)CIBY2000-PANDORA FILM-MOVO FILM

(C)Rise Pictures Co.,Ltd. All Rights Reserved.

[監] ロベルト・アンド
[出] トニ・セルビッロ、
コニー・ニールセン
[2016年/イタリア他/108分/ミモザフィルムズ/DCP]

クジラの島の忘れもの

6/23（土）〜

終了未定

¥

A

(C)クジラの島の忘れもの製作委員会

忘れられない恋の痛みと喜びを描くまばゆい傑作

刺激的な禁断のエロティック・サイコスリラー

世界を魅了する魂のピアニストの今と未来を映す

台湾を恐怖に陥れた戦慄のサスペンス・スリラー！

テレビ放映用につくられた 5 時間 14 分を上映！

ポランスキーが仕掛ける戦慄のミステリー！

もしも願いが叶うなら君とずっと一緒にいたい

名匠ジェームズ・アイヴォリーが脚色し、第90回ア
カデミー賞脚色賞に輝いたドラマ。1983年の北イ
タリア、同居することになった24歳の大学院生に
思いを寄せる17歳の少年のひと夏の恋を描く。

ニコラス・ケイジ主演作、連続上映3弾。幼い娘
を事故で亡くした夫婦、
レイとマギー。2人は新生
活を求め、田舎でモーテル経営を始めるが、
ある
日、
レイは禁断の隠し通路を発見してしまう…。

ピアニストのフジコ・ヘミングに密着した初のド
キュメンタリー。父との別離、母からの厳しいレッ
スン、ハーフへの差別、聴力の喪失など苦難を
乗り越えてきた彼女の人間性と音楽に迫る。

台湾の新鋭監督によるサスペンス・スリラー。新
聞記者のシャオチーは、購入した中古車の持ち
主が9年前の当て逃げ事故の被害者だったと
知り、独自に関係者へ調査を開始するが…。

旧ユーゴスラヴィアの50年に渡る悲劇の歴史
をファンタジーとして描いた傑作に、2時間半
近い映像を追加して再編集した完全版。

鬼才ロマン・ポランスキー監督4年ぶりの監督
作。スランプに陥った作家デルフィーヌの前
に、熱狂的なファンだと称する女性エルが現れ
る。やがて、ふたりは共同生活を始めるが…。

日本人女性とベトナム人青年が国境を越えて愛を
貫く姿を描くラブストーリー。悲しい過去を抱えつ
つ旅行代理店で働く愛美は、仕事先で出会った
ベトナム人青年コアの純朴な優しさに惹かれ…。

[監] ルカ・グァダニーノ
[出] アーミー・ハマー、ティモシー・シャラメ
[2017年/イタリア他/132分/ファントム・フィルム/DCP]

[監] ティム・ハンター
ロビン・タネイ、マーク・ブルカス
[出] ニコラス・ケイジ、
[2018年/アメリカ他/104分/アルバトロス・フィルム/DCP]

[監] 小松莊一良
[出] フジコ・ヘミング
[2018年/日本/115分/日活/DCP]

[監] チェン・ウェイハオ
[出] カイザー・チュアン、ティファニー・シュー
[2017年/台湾/117分/フルモテルモ、コピアポア・フィルム/DCP]

[監] ロマン・ポランスキー
[出] エマニュエル・セニエ、
エバ・グリーン
[2017年/フランス他/100分/キノフィルムズ/DCP]

[監] 牧野裕二
[出] 大野いと、森崎ウィン、幸地尚子、嘉手納良智
[2018年/日本/98分/エムエフピクチャーズ/DCP]

29歳問題

6/23（土）〜

終了未定

29+1

¥

A

(C)2017 China 3D Digital Entertainment Limited

共感が広がり香港で 20 万人以上動員の大ヒット
30歳を目前にした2人の対照的な女性を主人公
に描き、香港で大ヒットした人間ドラマ。香港舞台
演劇界の第一人者キーレン・パンが自身が12年
間演じ続けた1人芝居の舞台劇を自ら映画化。

華麗なるフランス映画

6/23（土） 24（日） 25（月） 26（火） 27（水） 28（木） 29（金）
A『太陽がいっぱい』
B『太陽はひとりぼっち』 09:15 A D G B C E F
C『昼顔』
11:30 C E F A D G B
D『哀しみのトリスターナ』
6/30（土）7/1
（日）2
（月）3
（火）4
（水）5
（木）6
（金）
E『突然炎のごとく』
09:15
B
G
D
F
A
C
E
F『エヴァの匂い』
G『ダンケルク』
11:30 F A C E B D G

[監] キーレン・パン
[出] クリッシー・チャウ、
ジョイス・チェン
[2016年/香港/111分/ザジフィルムズ他/DCP]

近隣劇場
LINE UP

●

6/23（土）〜 ドロン、
ドヌーヴ、モロー、ベルモンド。
フラ
7/6（金） ンスが誇る名優たちの代表作一挙上映!

¥ 特

横浜ニューテアトル

中区伊勢佐木町 2-8-1

一般1600円／大専・シニア1100円／高校以下1000円
※会員一般は1300円に割引あり

2018年6月1日、
63年の歴史に幕を閉じられました。

ゴーモン映画

6/16（土）〜
映画誕生と共に歩んできた歴史 7/13（金）

「たそがれの女心」

(C)DR

「ラ・ブーム」

(C)DR

『MIFUNE』
● 横浜シネマリン ▼ 上映中〜『ラジオ・コバニ』
『ダンガル きっと、つよくなる』ほか
中区長者町 6-95
(045-341-3180） ▼ 6/9（土）〜『バケツと僕』

[監] エミール・クストリッツァ
[出] ミキ・マノイロビッチ、
ラザル・リストフスキー
[1995年/フランス他/314分/紀伊国屋書店ほか/DCP]

※前半・後半は別料金（入れ替え制となります）

¥ 特

一般1200円／シニア1100円
学生・会員800円

フランスの大手映画会社ゴーモンは2015
年、設立120周年を迎え、現存する映画会社
で最長の歴史を誇る。その歴史はフランス映
画史そのものと言っても過言ではない。その
歴史を辿るべく、映画誕生期の作品から日本
未公開作まで、珠玉の作品群を上映。
上映作品「たそがれの女心」
「ラ・ブーム」
「レ・ヴァンピール 吸血ギャング団」
「パリ横断」
「右側に気をつけろ」
「フレンチ・カンカン」他
※プログラム詳細は別チラシへ
主催：アンスティチュ・フランセ日本、Gaumont
共催：シネマ・ジャック＆ベティ

音声ガイド付き上映
目の不自由な方も、映画を一緒に楽しめる上映

ヒバリチャンネル

ひばりのすべて

6/17（日）〜
6/18（月）

¥ 料金 （）内は会員料金

¥ 特

一般

(C東宝

音声ガイド付
上映あり

6/17（日）18（月）
イベントあり！

月例ひばりチャンネル、
100 回記念上映
芸能生活25周年リサイタルの模様を、準備の
様子やプライベート映像も交えて追ったドキュメ
ンタリー。
「リンゴ追分」
など全24曲も披露。
[監] 井上梅次 [出] 美空ひばり、北島三郎、香山武彦
[1971年/日本/80分/東宝/35mm]

¥ 一般1200円／学生シニア1100円
※会員は一般1100円／学生シニア900円

大学生
シニア
専門学生 （60歳以上）

A

1800
1500
（1500）（1200）

B

1700
1400
（1400）（1100） 1100

C

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。

・ 6/3（日）16:50 回「娼年」料金 : 1000 円（しょうがい者＋付添１名）
・ 6/17（日）09:45 回ひばりチャンネル「ひばりのすべて」料金 : 900 円（しょうがい者＋付添１名）

