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Life …短編＜Lifeworks＞上映付
月
22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
月

劇場オープンは、初回（ジャックとベティの早い方）の25分前予定

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

初恋 お父さん、
リトル・フォレスト 春夏秋冬 ラストタンゴ・イン・パリ
予告なし
チビがいなくなりました
08:50〜10:40
08:50〜11:00

12か月の未来図

誰もがそれを知っている

ある少年の告白

10:45〜12:40

6/6
に続く

自由席・整理番号制 ９６席

15:20 〜17:25
② 21:20 〜23:25
①

予告なし

誰もがそれを知っている

17:20〜19:30
歯まん

LAPSE ラプス

ニューヨーク
最高の訳あり物件

リトル・フォレスト 春夏秋冬

19:40〜21:20
08:55 〜10:45
② 12:45 〜14:40
③ 21:30 〜23:20
①

16:00〜17:45
予告なし

心と体と

17:50〜19:45
予告なし

予告なし

19:55〜21:20

クリムト

予告なし

10:55〜12:35

イメージの本

14:50〜16:15
予告なし

リアム16歳、はじめての学校

16:25〜17:50
予告なし

ニューヨーク
最高の訳あり物件
①
②

11:05 〜12:55
16:25 〜18:15
予告なし
予告なし

リアム16歳、はじめての学校

13:05〜14:30
予告なし

ガルヴェストン

14:40〜16:15

19:30〜21:35
さよなら、退屈なレオニー

21:45〜23:20
予告なし

ニューヨーク
最高の訳あり物件

08:55〜10:45
予告なし

10:55〜12:35
主戦場

12:45〜14:50

ギターはもう聞こえない

16:35〜18:15
予告なし

救いの接吻

バイオレンス・ボイジャー

私の20世紀

ギターはもう聞こえない

ハイ・ライフ

19:55〜21:30
21:35〜23:20
予告なし

20:10〜21:35
予告なし

21:45〜23:25
予告なし

18:20〜19:45
19:55〜21:20
21:30〜23:25
予告なし

会員一般…1200円
会員大専…1100円

22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

6

月

イベント・劇場からのお知らせ

●「雪子さんの足音」舞台挨拶
6/22
（土）
、23
（日）
上映後、浜野佐知監督、山崎邦紀さん
（脚本）
●「歯まん」初日舞台挨拶
6/29
（土）
上映時、初日舞台挨拶開催
（詳細近日決定）

15:00〜16:25

ガルヴェストン
予告なし

2人で ￥2,200

救いの接吻

新宿タイガー

18:25〜20:00

ニューヨーク 最高の訳あり物件

クリムト

一人の息子

予告なし

￥1,100

エゴン・シーレとウィーン黄金時代

初恋 お父さん、
チビがいなくなりました

18:00〜19:45

男性 ￥1,100

ラ

次週あり

21:30〜23:15

08:50〜10:55

予告なし

17:10〜19:25

︵時間未定︶

パリの家族たち

主戦場

上映スケジュール

全員 ￥1,100

続くか未定

イメージの本

予告なし

7/19

予告なし

続くか未定

自由席・整理番号制 １１５席

私の20世紀

21:40〜23:25

19.

女性 ￥1,100

バイス

次週あり

予告なし

19:35〜21:30

14:55〜17:00

︵時間未定︶

12:45〜15:50

17:15〜19:25

予告なし

青の帰り道

次週あり

山猫 修復版

青の帰り道

ラストタンゴ・イン・パリ

エゴン・シーレとウィーン黄金時代 エゴン・シーレとウィーン黄金時代

Life 10:50〜12:35

予告なし

嵐電

12:40〜14:45

︵時間未定︶

クリムト

15:30〜17:05

10:50〜12:30

6/22 -

次週あり

12か月の未来図

エゴン・シーレとウィーン黄金時代

沈没家族 劇場版

︵時間未定︶

予告なし

クリムト

14:55〜17:10

予告なし

19:15〜21:10

予告なし

予告なし

17:35〜19:10

ある少年の告白

バイス

13:10〜15:20

12:50〜14:45

こどもしょくどう

08:50〜10:40

11:10〜13:00
予告なし

10:50〜12:40

12:55〜15:10
主戦場

パリ、嘘つきな恋

続くか未定

雪子さんの足音

次週あり

（29（土）30（日）のみ Life 上映付）

08:50〜10:40

︵時間未定︶

08:45〜10:35

パリ、嘘つきな恋

19.

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。

7

月

当館チケット 3,000 円以上ご購入で
駐車場割引あり（詳細は劇場設置チラシ）

●「沈没家族 劇場版」初日舞台挨拶
7/13
（土）
上映後、加納土監督
（予定）
●「ラ」
イベント
上映期間中、舞台挨拶開催予定あり
（詳細近日決定）

● ＜大岡川水上劇場2019＞@大岡川・日の出桟橋
ライブと映画の野外イベントを7月毎土曜日に開催！
●「青の帰り道」初日舞台挨拶
各日の開始時間等の詳細は、
イベントHPをご覧ください。
7/6
（土）
上映後、藤井道人監督、アベラヒデノブさん
（共同脚本）
【会場】大岡川・日ノ出町桟橋 【料金】無料
① 7/6
（土）
「ゴーストバスターズ
（1984）
」※日本語吹替版
●「LAPSE ラプス」初日舞台挨拶
②
7/13
（
土）
「
シング
・
ス
ト
リ
ー
ト
未来へのう
た」※日本語吹替版
7/6
（土）
上映後、志真健太郎監督、アベラヒデノブ監督
③
7/20
（
土）
「
ボス
・
ベイ
ビー」
※日本語吹替版
※別日でも、舞台挨拶予定
（詳細近日決定）
④ 7/27
（土）
「もういちど」
●「一人の息子」
イベント
（主催：野毛地区街づくり会 日ノ出町駅前活性化推進委員会）
7/6
（土）
上映時、舞台挨拶開催予定
（詳細近日決定）
7/20（土）以降の予定 ※変更の場合あり
7/20（土）〜
「えんとこの歌 寝たきり歌人・遠藤滋」
「家族にサルーテ！イスキア島は大騒動」
「山懐に抱かれて」
「こはく」
「柄本家のゴドー」
7/21（日）22（月）ひばり
「踊る龍宮城」
7/27（土）〜
「パラダイス・ネクスト」
「よこがお」
「カニバ パリ人肉事件38年目の真実」
「ハウス・ジャック・ビルト」
8/3（土）〜「愛がなんだ」

8/10（土）〜「北の果ての小さな村で」
「あなたの名前を呼べたなら」
「ニューヨーク公共図書館 エクス・
リブリス」
8/15（木）
「野火」終戦記念日アンコール
8/16（金）〜「HOT SUMMER NIGHTS」
8/24（土）〜
「ヒューマン・フロー 大地漂流」
「カーマイン・ストリート
・ギター」
＜よこはま若葉町多文化映画祭2019＞
＜柳下美恵のTHE ピアノ & シネマ vol.9＞
「キートンの蒸気船」
「猛進ロイ
ド(Girl Shy)」

9/14（土）〜「ディリリとパリの時間旅行」
9/20（金）〜「おいしい家族」
9/21（土）〜「帰れない二人」

時期未定
「AMY SAID エイミーセッド」
「ロキシー」
「愛の病」
「ブラッド・スローン」
「メモリーズ・オブ・サマー」
「隣の影」
「カーライル ニューヨークが恋したホテル」
「カスリコ」
「ブレス あの波の向こうへ」
「恋のクレイジーロード」
「サマーフィーリング」
「五億円のじんせい」
「兄消える」
「影に抱かれて眠れ」
「あいが、
そいで、
こい」
「ホフマニアダ ホフマンの物語」
「ピアッシング」
「サマー・オブ・84」
「耳を腐らせるほどの愛」
「歎異抄をひらく」
「作兵衛さんと日本を掘る」
と呼ばれた男」
「工作 黒金星（ブラック・ヴィーナス）
「アンノウン・ソルジャー 英雄なき戦場」
「ハワーズ・エンド」
「米軍が最も恐れた男 カメジロー不屈の生涯」
「イングランド・イズ・マイン モリッシー、
はじまりの物語」
「ロビンソンの庭 デジタルリマスター版」

初恋

お父さん、チビがいなくなりました

6/22（土）〜
7/5（金）
¥

A

(C)2019 西炯子・小学館／「お父さん、
チビがいなくなりました」製作委員会

主戦場

6/15（土）〜
終了未定

※6/29（土）〜7/5（金）
は休映

A

¥

(C)NO MAN PRODUCTIONS LLC

ある少年の告白

6/22（土）〜
7/5（金）
¥

Boy Erased

A

(C)2018 UNERASED FILM, INC.

12か月の未来図

6/22（土）〜
7/5（金）
¥

Les grands esprits

A

(C)ATELIER DE PRODUCTION - SOMBRERO FILMS - FRANCE 3 CINEMA - 2017

クリムト

エゴン・シーレとウィーン黄金時代

山猫 修復版

6/22（土）〜
7/19（金）
¥

A

(C)Belvedere, Wien, Photo: Johannes Stoll

Il gattopardo

１週 6/22（土）〜
限定 6/28（金）
¥ 特

ひっくり返るのは歴史か、それともあなたの常識か

全米で大きな反響を呼んだ衝撃の
〈実話〉!

そのとき人生に光が差し込んだ。僕たちの一期一会

クリムト、
そしてシーレの永遠なる魂と官能性

ルキーノ・ヴィスコンティ監督、最後のメッセージ！

人生の晩年を猫のチビと暮らす老夫婦の勝と有
喜子。ある想いと寂しさを抱えてきた有喜子は、
あ
る日、娘に離婚話を切り出すが、
そんな時、チビが
突然姿を消して…。人気漫画を実写映画化。

日系アメリカ人の監督が、
日韓の間に横たわる
従軍慰安婦問題に迫るドキュメンタリー。ネト
ウヨの主張に好奇心を持った監督は、数々の
疑問を胸に、論争の中心人物を訪ねる…。

危険なセラピーの実態を告白し、反響を呼んだ
実話を映画化した人間ドラマ。
『マンチェスター・
バイ・ザ・シー』のルーカス・ヘッジズが同性愛を
治す危険なセラピーに参加する少年を演じる。

フランスの中学校を舞台に、エリート教師と移民
の子供たちの交流と成長を描く人間ドラマ。教
育困難校に務める教師フランソワは、退学処分
になったセドゥの未来を守るため戦いに挑む。

19世紀末ウィーンを代表する画家グスタフ・クリ
ムトとその弟子エゴン・シーレに迫るドキュメンタ
リー。豊富な映像資料を元に、サロン文化と、愛
と官能性に満ちた彼らの絵画の魅力をひもとく。

イタリアの巨匠ルキノ・ビスコンティの代表作で、第
16回カンヌ国際映画祭グランプリに輝いたドラマ。

[監] 小林聖太郎
[出] 倍賞千恵子、藤竜也、市川実日子、佐藤流司
[2019年/日本/104分/クロックワークス/DCP]

[監] ミキ・デザキ
[出] トニー・マラーノ、藤木俊一、山本優美子、杉田水脈、藤岡信勝
[2018年/アメリカ/122分/東風/DCP]

[監] ジョエル・エドガートン
[出] ルーカス・ヘッジズ、
ニコール・キッドマン
[2018年/アメリカ/115分/ビターズエンドほか/DCP]

[監] オリビエ・アヤシュ＝ビダル
[出] ドゥニ・ポダリデス、
アブドゥライエ・ディアロ
[2017年/フランス/107分/アルバトロス・フィルム/DCP]

[監] ロレンツォ・リケルミー、
リリー・コール
[2018年/イタリア/95分/彩プロ/DCP]

6/22（土）〜
7/5（金）
¥

Le livre d'image

A

リトル・フォレスト

6/29（土）〜
7/12（金）

春夏秋冬

¥

A

ラストタンゴ・イン・パリ
デジタルリマスター版【R18+】

6/29（土）〜
7/12（金）
¥

A

１週 6/29（土）〜
限定 7/5（金）

歯まん【R18+】

¥

A

[監] ルキノ・ビスコンティ
[出] バート・ランカスター、
アラン・
ドロン
[1963年/イタリア他/186分/クレストインターナショナル/35mm]

¥ 一律￥1,800均一

※招待券・ポイントカード等の無料鑑賞不可

ニューヨーク
最高の訳あり物件

6/29（土）〜
終了未定

¥

A

Az en XX. szazadom

6/22（土）〜
7/5（金）
¥

A

(C)Hungarian National Film Fund- Film Archive/photo:Istvan Javor

X

結婚して 50 年。今始まる夫婦のラブストーリー

イメージの本

私の20世紀

リアム16歳、はじめての学校
Adventures in Public School

6/29（土）〜
7/12（金）
¥

A

『心と体と』監督の伝説的デビュー作が蘇る！
イルディコー・エニェディ監督がカンヌ国際映画
祭でカメラドールを受賞した1989年の長編デ
ビュー作。20世紀の幕開けを背景に、生き別れた
双子の数奇な運命を美しいモノクロ映像で描く。
[監] イルディコー・エニェディ
[出] ドロタ・セグダ、オレーグ・ヤンコフスキー、パウルス・マンカー
[1989年/ハンガリー他/102分/サンリス/DCP]

ガルヴェストン
Galveston

6/29（土）〜
7/12（金）
¥

A

6/29（土）

(C)Casa Azul Films - Ecran Noir Productions - 2018

(C)2018 Daisuke Igarashi / Kodansha All Rights Reserved.

初日舞台挨拶！
※詳細はイベント欄

(C)1972 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

(C)2015「歯まん」

『さらば、愛の言葉よ』から4年。ゴダールの最新作！

日本の人気コミックを、
キム・テリ主演で映画化！

ベルナルド・ベルトルッチ監督追悼上映 !

ヌーヴェル・ヴァーグの巨匠ジャン＝リュック・ゴ
ダールが、絵画、映画、文章、音楽をコラージュ
し、暴力、戦争、不和などに満ちた現代世界が向
かおうとしている未来への怒りを込めた全五章。

五十嵐大介の人気コミックを韓国で再映画化。
人生をリセットするため、故郷に戻ったヘウォン。
旧友とともに、
自ら農作物を育て、料理を作る暮
らしを始めた彼女は新たな一歩を踏み出す。

イタリアでは公開後四日にして上映禁止処分
を受け、各国でも芸術かワイセツかで大きなセ
ンセーショナルを起こした
「暗殺の森」のベル
ナルド・ベルトルッチの問題作を追悼上映。

新鋭監督が「生と性と愛」
をテーマに、モンスター
になってしまった少女の悲劇を描き、モントリオー
ル世界映画祭、ゆうばり国際ファンタスティック
映画祭などで上映されたダークファンタジー。

[監] ジャン＝リュック・ゴダール
[出] ジャン＝リュック・ゴダール、ディミトリ・バジル
[2018年/フランス/84分/コムストック・グループ/DCP]

[監] イム・スルレ
[出] キム・テリ、
リュ・ジュンヨル、
チン・ギジュ、
ムン・ソリ
[2018年/韓国/103分/クロックワークス/DCP]

[監] ベルナルド・ベルトルッチ
[出] マーロン・ブランド、
マリア・シュナイダー、
マリア・ミキ
[1972年/イタリアほか/129分/コピアポア・フィルム/DCP]

[監] 岡部哲也
[出] 馬場野々香、小島祐輔、水井真希、中村無何有、宇野祥平
[2015年/日本/95分/アルゴ・ピクチャーズ/DCP]

パリ、嘘つきな恋

7/6（土）〜
7/19（金）
¥

Tout le monde debout

A

バイス

7/6（土）〜
7/19（金）
¥

Vice

A

青の帰り道

7/6（土）〜
7/19（金）
¥

A

『生と性と愛』
がテーマのダークファンタジー !

LAPSE ラプス

１週 7/6（土）〜
限定 7/12（金）
¥

A

(C)Heimatﬁlm

(C)2017 SCHOOLED FILMS INC., ALL RIGHTS RESERVED

COPYLIGHT 2018 EMERALD SHORES LLC - ALL RIGHTS RESERVED

同じ夫に捨てられた元妻ふたりの共同生活!?

世代を超えて楽しめるハートウォームなコメディ!

エル・ファニング主演。明日をも知れぬ2人の逃避行

『ハンナ・アーレント』のフォン・
トロッタ監督が、
70歳を超えて初めて挑んだコメディ。同じ夫に
捨てられた元妻2人の風変わりな同居生活の
行方を、爽快なユーモアと、軽快な音楽で描く。

16歳で初めて学校へ通うことになった少年の成
長を見つめるドラマ。母親に自宅教育を受けて
育ったリアムは、高卒認定試験のために出向い
た高校で、義足の美少女にひと目惚れして…。

病に冒された殺し屋ロイは、彼を切り捨てた組
織に反旗を翻し、傷ついた娼婦ロッキーを連れ
て逃避行に出る。監督は、
「イングロリアス・バス
ターズ」
などに出演する女優メラニー・ロラン。

[監] カイル・ライドアウト
[出] ジュディ・グリア、ダニエル・ドエニー、シオバーン・ウィリアムズ
[2017年/カナダ/86分/エスパース・サロウ/DCP]

[監] メラニー・ロラン
[出] エル・ファニング、ベン・フォスター、
リリ・ラインハート
[2018年/アメリカ/94分/クロックワークス/DCP]

[監] マルガレーテ・フォン・
トロッタ
[出]イングリッド・ボルゾ・ベルダル、
カーチャ・リーマン
[2017年/ドイツ/110分/ギャガ/DCP]

一人の息子

１週 7/6（土）〜
限定 7/12（金）
¥

A

救いの接吻
Les baisers de secours

7/6（土）〜
7/19（金）
¥

A

ギターはもう聞こえない
J'entends plus la guitare

7/6（土）〜
7/19（金）
¥

A

音声ガイド付
上映あり

7/6（土）

(C)2018 Gaumont / La Boetie Films /
TF1 Films Production / Pour Toi Public

(C)2018 ANNAPURNA PICTURES, LLC. All rights reserved.

(C)映画「青の帰り道」製作委員会

初日舞台挨拶！
※詳細はイベント欄

7/6（土）

XX

初日舞台挨拶！
※詳細はイベント欄

7/6（土）

(C)「一人の息子」製作委員会

舞台挨拶予定
※詳細はイベント欄

X

X

トンデモナイ嘘から、最高の恋がはじまる!？

アメリカ史上最強で最凶なチェイニー副大統領！

人生が交錯し、新しい未来へ向かって進んでいく

気鋭の監督と実力派俳優が集結した3篇の物語

二人の若者が、今、父の思いを探しはじめるー

フランスの名監督フィリップ・ガレル中期の代表作

ガレル自身が「自伝と台詞の時代」
とする代表作

フランク・デュボスクが監督・脚本・主演の3役を
務めたラブ・コメディ。女性の気をひくため、車椅
子生活だと嘘をついたイケメン男性が、ある女
性と出会い、真実を隠したまま恋に落ちて…。

ブッシュ政権において、アメリカ史上最も権力を
持った副大統領とされるディック・チェイニーの恐
るべき素顔を描くドラマ。クリスチャン・ベールが
ゴールデン・グローブ賞主演男優賞を受賞した。

真野恵里菜主演の青春群像劇。東京近郊の
町で高校卒業を控えた7人の若者たち。3年
後、夢に挫折する者、希望を見失う者…再び
あの場所 に戻った彼らの思いとは…。

VRシミュレーションに辛い未来を予知される
「SIN」、自分がクローン人間の失敗作だと知る
「失敗人間ヒトシジュニア」、延命治療を巡る
「リ
ンデン・バウム・ハウス」の3篇のオムニバス。

東京と群馬を舞台に、父の思いを探る2人の
若者の姿を描くドラマ。W主演を務めるのは、
馬場良馬と玉城裕規。
ヒロイン役を
『光』の水
崎綾女が務める。監督は
『U-31』
の谷健二。

フィリップ・ガレルが、実際の家族たちを起用し
た家族ドラマ。女優のジャンヌを妻に持つ映画
監督マチューは、新作映画の主演を他の女優
に決めたことをジャンヌから激しく糾弾され…。

フランスを代表する名匠フィリップ・ガレルの代
表作のひとつで、亡き恋人ニコとの愛の物語を
つづった自伝的ラブストーリー。1991年、第48
回ベネチア国際映画祭で銀獅子賞を受賞。

[監] フランク・デュボスク
[出] フランク・デュボスク、
アレクサンドラ・ラミー
[2018年/フランス/107分/松竹/DCP]

[監] アダム・マッケイ
[出] クリスチャン・ベール、エイミー・アダムス、スティーブ・カレル
[2018年/アメリカ/132分/ロングライド/DCP]

[監] 藤井道人
[出] 真野恵里菜、清水くるみ、横浜流星、森永悠希
[2018年/日本/120分/NexTone/DCP]

[監] 谷健二
[出] 馬場良馬、玉城裕規、水崎綾女、弓削智久、篠原篤
[2018年/日本/86分/セブンフィルムほか/DCP]

[監] フィリップ・ガレル
[出] ブリジット・シィ、
フィリップ・ガレル、ルイ・ガレル
[1989年/フランス/83分/コピアポア・フィルム/DCP]

[監] フィリップ・ガレル
[出] ブノワ・レジャン、
ヨハンナ・テア・ステーゲ、ヤン・コレット
[1991年/フランス/98分/コピアポア・フィルム/DCP]

沈没家族 劇場版

7/13（土）〜
7/26（金）
¥

B

嵐電

7/13（土）〜
終了未定

¥

A

[監] 志真健太郎、
アベラヒデノブ、HAVIT ART STUDIO
[出] 柳俊太郎、内田慈、比嘉梨乃、手塚とおる、アベラヒデノブ
[2019年/日本/105分/アークエンタテインメント/DCP]

１週 7/13（土）〜
限定 7/19（金）

ラ

¥

A

さよなら、退屈なレオニー
La disparition des lucioles

7/13（土）〜
終了未定

¥

A

バイオレンス・ボイジャー

7/13（土）〜
終了未定

¥

A

ハイ・ライフ
High Life

7/13（土）〜
7/26（金）
¥

¥ 料金 （）内は会員料金

A

一般

7/13（土）

上映期間中

初日舞台挨拶！
(C)2019 おじゃりやれフィルム

※詳細はイベント欄

イベントあり
(C)Migrant Birds/Omuro/Kyoto Univercity of Art and Design

(C)2018年 映画「ラ」製作委員会

※詳細は近日決定

(C)CORPORATION ACPAV INC. 2018

(C)2018年 映画「ラ」製作委員会

(C)2018 PANDORA FILM - ALCATRAZ FILMS

新しい家族のカタチを問いかけるドキュメンタリー

交錯する三つの恋愛を幻想的に描いた物語

夢を追う喜びと苦しみを知る、
あなたへー

きらめきと痛みが甦る、ひと夏の泡沫青春ダイアリー

宇治茶監督最新作＜衝撃＞のロードショー

フランスの鬼才が仕掛ける、新たなSFスリラー！

1995年、東京の東中野で始まった共同保育
沈没家族 。ここで育った加納監督が、当時の
体験を振り返ってゆく。PFFアワード2017審査
員特別賞を受賞した作品を再編集した劇場版。

京都市街を走る路面電車・京福電鉄嵐山線
を舞台に、交錯する3つの恋を幻想的に描くド
ラマ。ノンフィクション作家の平岡は、嵐電にま
つわる不思議な話の数々を取材しはじめる。

ミュージシャンとしても活動する桜田通が主演
の青春ドラマ。バンド
「LACTIC ACID」解散か
ら1年経ち、元ヴォーカルの慎平は恋人のゆか
りに支えられながら、再結成を目指すが…。

カナダの新鋭が監督・脚本を手がけ、やりたいこ
とも自分の居場所もみつからず、いら立ちを抱
える17歳の少女のひと夏を綴った青春ドラマ。
トロント国際映画祭最優秀カナダ長編映画賞。

国内外の映画祭で絶賛を博した、劇画とアニ
メーションを融合させたゲキメーション作品。8
歳のボビーは、友人と遊びに行く道中、バイオ
レンス・ボイジャーと書かれた看板を発見し…。

漆黒の宇宙を行く宇宙船7に乗り込むモンテ
ら9人の重犯罪人は、刑の免除と引き換えに
ディブス医師によるある実験に参加している。
やがて目的地のブラックホールが近づき…。

[監] 加納土
[2018年/日本/93分/ノンデライコ/DCP]

[監] 鈴木卓爾
[出] 井浦新、大西礼芳、安部聡子、金井浩人、窪瀬環
[2019年/日本/114分/ミグラントバーズ他/DCP]

[監] 高橋朋広
キンタカオ
[出] 桜田通、福田麻由子、笠松将、清水尚弥、
[2018年/日本/120分/アイエス・フィールド/DCP]

[監] 宇治茶
[声出] 悠木碧、田中直樹、藤田咲、高橋茂雄、小野大輔
[2018年/日本/83分/KATSU-do/DCP]

[監] クレール・
ドニ
[出] モンテ、ディブス、
ボイジー、チャーニー
[2018年/ドイツ他/113分/トランスフォーマー/DCP]

● ジャック＆ベティサロン 支配人・梶原を囲む交流会
7/1
（月） 映画の日 14:55頃〜
（「ニューヨーク 最高の訳あり物件」12:45回後）
会場：横浜パラダイス会館
（劇場１F）※要１ドリンクオーダー

[監] セバスチャン・ピロット
[出] カレル・
トレンブレイ、
ピエール＝リュック・ブリラント
[2018年/カナダ/96分/ブロードメディア・スタジオ/DCP]

シネマ・ジャック&ベティの
初回登録時
ホットコーヒー無料

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

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。

・ 7/7（日）
『バイス』13:10 回 料金 : 1000 円（しょうがい者＋付添１名）
・『こどもしょくどう』
『雪子さんの足音』はスマホ等のアプリ「UDCast」を利用して、
どの回でも音声ガイドが再生できます。
（メガネ型端末等による字幕対応もあり）

