7

8

月

月

劇場オープンは、初回（ジャックとベティの早い方）の25分前予定です

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

新宿タイガー

09:30〜11:00

自由席・整理番号制 ９６席

13:10〜15:00

こはく

13:05〜15:00

沈没家族 劇場版
柄本家のゴドー

19:00〜20:15
予告なし

主戦場＜英語字幕付＞

柄本家のゴドー

15:10〜16:20

家族にサルーテ！
イスキア島は大騒動

16:30〜18:20

20:25〜22:35
予告なし

①

こはく

09:20 注 〜11:05
15:10
予告なし

②
〜17:00
注 21（日）22（月）①09:20回休映

18:30〜20:05

ハウス・ジャック・ビルト

予告なし

ハウス・ジャック・ビルト
イングランド・イズ・マイン
モリッシー，
はじまりの物語

20:05〜21:40
予告なし

21:45〜23:15
予告なし

09:10 〜10:55
② 18:15 〜19:55
①

アンノウン・ソルジャー
英雄なき戦場

11:05〜13:20

20:55〜22:50
予告なし

踊る龍宮城

愛がなんだ

②

15:30〜17:35

予告なし

デッドエンドの思い出

17:45〜19:25

モリッシー，
はじまりの物語

17:10〜18:50

次週あり

嵐電

①

イングランド・イズ・マイン

7

月

上映スケジュール

男性 ￥1,100

デッドエンドの思い出

￥1,100

「よこがお」
「愛がなんだ」
「ガラスの城の約束」

2人で ￥2,200

「アンノウン・ソルジャー
英雄なき戦場」
※8/15
（木）
まで
「新聞記者」

ビハインド・ザ・シーン 17日間の記録

イベント・劇場からのお知らせ

●「えんとこの歌 寝たきり歌人・遠藤 滋」
イベント
7/20
（土）
上映後、友部正人さん
（シンガーソングライター）
伊勢真一監督によるトークショー

「アマンダと僕」
「ニューヨーク公共図書館
エクス・リブリス」

会員一般…1200円
会員大専…1100円

「あなたの名前を呼べたなら」
「幸福なラザロ」
※8/15
（木）
のみ
「野火」
※8/16
（金）
〜
「HOT SUMMER NIGHTS/
ホット・サマー・ナイツ」

一般1200、大専シニア1100、高以下1000
「デッドエンドの思い出」半券で1000

8

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）

よこがお

ニューヨーク 最高の訳あり物件

トークショー後に、ゲストを囲んだ交流会あり。
会場：横浜パラダイス会館
（劇場１F）
※要１ドリンクオーダー

「北の果ての小さな村で」

19:35〜20:50
09:30〜
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
21（日）22（月）のみ

8/19

女性 ￥1,100

「サマーフィーリング」
︵時間未定︶

18:55〜20:45
予告なし

19.

全員 ￥1,100

「パラダイス・ネクスト」

「アンダー・ユア・ベッド」

次週あり

13:30〜15:15

︵時間未定︶

ニューヨーク
最高の訳あり物件

11:15 〜13:00
15:15 〜17:00
③ 21:05 〜22:45

8/17
（土）
〜9/6
（金）
上映スケジュールは
8/7
（水）
頃発表予定です。

＜8/10
（土）
〜8/16
（金）
上映予定作品＞

パラダイス・ネクスト

バイオレンス・ボイジャー パラダイス・ネクスト

17:15〜18:45

●

7/20 -

カニバ

アンダー・ユア・ベッド

予告なし

8/10
（土）
〜8/16
（金）
の
上映スケジュールは、
8/3
（土）
頃発表予定です。

パリ人肉事件38年目の真実

次週あり

09:10 〜11:05
② 13:10 〜15:05
③ 19:00 〜20:55
①

●

15:35〜18:10

予告なし

よこがお

今回は３週間分のスケジュー
ルとなっております。
通常は４週間分のスケジュー
ル表を発行しておりますが、
お盆時期の連休に伴う印刷会
社等の休業により、調整の必
要が生じたためです。
ご迷惑をかけしますが、何卒
ご理解のほどお願いします。

予告なし

︵時間未定︶

自由席・整理番号制 １１５席

15:05〜17:05

予告なし

次週あり

11:15〜13:05

ハイ・ライフ

13:35 〜15:25
② 21:00 〜22:55
①

︵時間未定︶

20:15〜22:50
予告なし

イスキア島は大騒動

13:15〜14:55

よこがお

カニバ

パリ人肉事件38年目の真実

家族にサルーテ！

さよなら、退屈なレオニー

11:10〜13:25

11:10〜12:55

山懐に抱かれて

17:10〜18:50

ガラスの城の約束

次週あり

えんとこの歌

寝たきり歌人・遠藤滋

︵時間未定︶

11:10〜12:55

予告なし

次週あり

寝たきり歌人・遠藤滋

09:15〜11:00

09:15〜11:00

︵時間未定︶

えんとこの歌

こはく

山懐に抱かれて

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。

●「柄本家のゴドー」
イベント
7/20
（土）
上映後、山崎裕監督 初日舞台挨拶
●「主戦場」
日本語・英語字幕付き上映
7/20
（土）
〜26
（金）
は、外国人の方などにも
ご覧いただきやすい日本語・英語字幕付き上映
8/10（土）以降の予定 ※変更の場合あり
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」
「アマンダと僕」
「サマーフィーリング」
「新聞記者」
「幸福なラザロ」
8/15（木）
「野火」終戦記念日アンコール

●「アンダー・ユア・ベッド」
上映期間中、舞台挨拶開催予定あり
（詳細近日決定）
●「デッドエンドの思い出」
「デッドエンドの思い出〜ビハインド・ザ・シーン 17日間の記録」
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！
各日の開始時間等の詳細は、
イベントHPをご覧ください。
【会場】大岡川・日ノ出町桟橋 【料金】無料
・7/20
（土）
「ボス・ベイビー」※日本語吹替版
・7/27
（土）
「もういちど」
（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）

【続き】8/24
（土）〜

「ホフマニアダ ホフマンの物語」
「米軍（アメリカ）が最も恐れた男 カメジロー不屈の生涯」

＜よこはま若葉町多文化映画祭2019＞

9/20（金）〜「おいしい家族」

「500年の航海」
「ぼくと、彼と、」
「ヴァンダの部屋」ほか

8/31（土）〜「メモリーズ・オブ・サマー」
「兄消える」
「ブレス あの波の向こうへ」
「サマー・オブ・84」
「風をつかまえた少年」
「長いお別れ」
「ニジノキセキ」
「工作 黒金星（ブラック・ヴィーナス）
と呼ばれた男」

8/16（金）〜
「HOT SUMMER NIGHTS/ホット・サマー・ナイツ」 9/7（土）〜「タロウのバカ」
9/7（土）8（日）
8/17（土）〜
＜インチョンから横浜まで−ジャック＆ベティとミリム劇場＞
「Girl ガール」
「あいが、
そいで、
こい」
8/23（金）〜「火口のふたり」
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」

【続き】9/14（土）〜

「キートンの蒸気船」
「猛進ロイ
ド(Girl Shy)」

＜柳下美恵のTHE ピアノ & シネマ vol.9＞

「妓生:花の告白」
「1991、春」
日本初公開

9/14（土）〜「ジョアン・ジルベルトを探して」
「カーライル ニューヨークが恋したホテル」
「ディリリとパリの時間旅行」
「ピアッシング」

9/21（土）〜「帰れない二人」
「カスリコ」
時期未定
「AMY SAID エイミーセッド」
「ブラッド・スローン」
「ロキシー」
「愛の病」
「恋のクレイジーロード」
「五億円のじんせい」
「影に抱かれて眠れ」
「隣の影」
「ハワーズ・エンド」
「歎異抄をひらく」
「耳を腐らせるほどの愛」
「エリカ38」
「作兵衛さんと日本を掘る」
「真っ赤な星」
「TOURISM」
「ロビンソンの庭 デジタルリマスター版」
「トム・オブ・フィンランド」
「王様になれ」
「人生をしまう時間
（とき）」
「オーファンズ・ブルース」
「ガーデンアパート」
「モデル 雅子 を追う旅」
「ブルーノート
・レコード ジャズを超えて」

えんとこの歌

山懐に抱かれて

7/20（土）〜
8/2（金）

寝たきり歌人・遠藤 滋

¥

A

7/20（土）〜
8/2（金）

B

¥

柄本家のゴドー

7/20（土）〜
8/2（金）
¥

C

こはく

7/27（土）〜
8/9（金）
¥

A

家族にサルーテ！

7/20（土）〜
8/2（金）

イスキア島は大騒動

¥

A

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

7/13（土）〜
7/26（金）
¥

A

ハイ・ライフ
High Life

7/13（土）〜
7/26（金）
¥

A

(C)いせフィルム

7/20（土）

7/20（土）

初日舞台挨拶！

トークショーあり
※詳細はイベント欄

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

(C)2018年 映画「ラ」製作委員会

※詳細はイベント欄

(C)2018 Lotus Production e 3 Marys Entertainment

(C)2018「こはく」製作委員会

ベッドの上で歌が生まれる。伊勢真一監督最新作

限りなく自然に近い環境で牛を育てる家族の24年

不条理劇の傑作に挑む柄本家 3 人に迫る

父を求め、兄弟で必死に探し歩く長崎の街ー

脳性まひの寝たきり生活のなかで介助の若者
たちと触れ合い、ベッドの上で数々の短歌を詠
む遠藤滋さんの姿を記録したドキュメンタリー。
遠藤さんとは友人でもある伊勢真一監督作品。

岩手県の山あいで酪農を営む大家族の24年を
追いかけたドキュメンタリー。四季を通じて牛を完
全放牧し、草だけを餌に育てる山地酪農を実践す
る夫婦と7人の子どもたちの日々と挑戦を映す。

柄本佑・時生兄弟が、父・柄本明を演出に迎え上
演する
『ゴドーを待ちながら』の稽古場の様子を
捉えたドキュメンタリー。演出家と俳優の関係を
超えた、厳しさと暖かさに溢れる時間を記録した。

井浦新と芸人・アキラ100％が兄弟役を演じる
人間ドラマ。離婚して息子たちと会うことがで
きない亮太。ある日、兄の章一が、幼くして別れ
た父を見たと言い出し、2人は街へ出るが…。

[監] 伊勢真一
[出] 遠藤滋
[2019年/日本/96分/いせフィルム/DCP]

[監] 遠藤隆
[出] 吉塚公雄、吉塚登志子、浅野都、吉塚公太郎
[2019年/日本/103分/ウッキー・プロダクション/DCP]

[監] 山崎裕
[出] 柄本明、柄本佑、柄本時生
[2017年/日本/64分/ドキュメンタリージャパン/DCP]

[監] 横尾初喜
[出] 井浦新、大橋彰、遠藤久美子、嶋田久作、塩田みう
[2019年/日本/104分/S・D・P/DCP]

主戦場

6/15（土）〜
7/26（金）
¥

カニバ

【R15+】 7/27（土）

〜

パリ人肉事件38年目の真実

A

8/9（金）

¥

A

ハウス・ジャック・ビルト

【R18+】

7/27（土）〜
8/9（金）
¥

A

よこがお

「パパが遺した物語」
「幸せのちから」の名匠
監督が、
イタリアの風光明媚な島を舞台に、一
見すると幸せそうな一族の問題や秘密が徐々
に明らかになっていくさまを描いたコメディ。
[監] ガブリエレ・ムッチーノ
[出] ステファノ・アコルシ、
カロリーナ・クレシェンティーニ
[2018年/イタリア/107分/アルバトロス・フィルム他/DCP]

7/27（土）〜
終了未定

¥

(C)CORPORATION ACPAV INC. 2018

イスキア島から届いた大人のためのイタリアン・コメディ！

A

パラダイス・ネクスト

7/27（土）〜
終了未定

¥

A

(C)2018 PANDORA FILM - ALCATRAZ FILMS

きらめきと痛みが甦る、ひと夏の泡沫青春ダイアリー

フランスの鬼才が仕掛ける、新たなSFスリラー！

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。

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] 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]

イングランド・イズ・マイン
モリッシー，はじまりの物語

7/27（土）〜
8/9（金）
¥

A

[監] クレール・
ドニ
[出] ロバート・パティンソン、
ジュリエット・ビノシュ、
ミア・ゴス
[2018年/ドイツ他/113分/トランスフォーマー/DCP]

ガラスの城の約束
The Glass Castle

8/3（土）〜

終了未定

¥

A

7/20（土）〜26（金）

英語字幕付き

(C)NO MAN PRODUCTIONS LLC

※詳細はイベント欄

(C)2018 ZENTROPA ENTERTAINMENTS31,ZENTROPA SWEDEN,SLOT MACHINE,
ZENTROPA FRANCE,ZENTROPA KOLN

(C)Norte Productions, S.E.L

(C)2019 YOKOGAO FILM PARTNERS & COMME DES CINEMAS

(C)2019 JOINT PICTURES CO.,LTD. AND SHIMENSOKA CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

(C)2017 ESSOLDO LIMITED ALL RIGHTS RESERVED.

(C)2019 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

ひっくり返るのは歴史か、それともあなたの常識か

人間、
佐川一政とその弟。
衝撃の向こう側ー

殺人鬼、12 年間の告白。完全ノーカット版で上陸

絶望に生きる彼女の決意。深田晃司監督最新作！

南国 台湾。男２人、行き先不明の逃避行―

ミュージシャンとして生きる決意を描く青春音楽映画

ホームレスに育てられた女性の衝撃の半生

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…。

1981年にフランスで起きたパリ人肉事件の犯人・
佐川一政に密着。幼い頃の映像や、帰国後に描
いた漫画を交え、幼少期の思い出や事件の詳細
から、根幹にあるカニバリズムを浮き彫りにする。

鬼才ラース・フォン・
トリアー監督がマット・ディ
ロンを主演に迎え、殺人に没頭していくシリア
ルキラー・ジャックの12年間の軌跡を描くサス
ペンス。完全ノーカット版【R18】
で日本公開。

第69回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門で審
査員賞に輝いた
『淵に立つ』の深田晃司監督と
筒井真理子によるヒューマンサスペンス。無実の
罪ですべてを失った女性の復讐劇が描かれる。

妻夫木聡と豊川悦司がW主演したノワール・サ
スペンス。1年前に不審な死を遂げた女性のボ
ディガードをしていたヤクザの島は、台湾でひっ
そりと生きていたが、牧野という男が現れて…。

フィンランドの古典的小説「無名戦士」を映画
化し、同国史上最大のヒット作となった戦争映
画。第2次大戦時、祖国防衛のためソ連軍と
戦ったフィンランド兵士たちの姿をリアルに描く。

ニューヨークの人気コラムニストが、
自身の貧し
い幼少期を綴ったベストセラーを映画化したド
ラマ。自由奔放な両親に翻弄されながらも、成
長していくヒロインの力強い生きざまを描く。

[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] ベレナ・パラベル、ルーシァン・キャスティーヌ＝テイラー
[出] 佐川一政,佐川純,里見瑤子
[2017年/フランス=アメリカ/90分/TOCANA/DCP]

[監] ラース・フォン・
トリアー
[出] マット・ディロン、
ブルーノ・ガンツ,ユマ・サーマン
[2018年/デンマークほか/152分/クロックワークス/DCP]

[監] 深田晃司
[出] 筒井真理子、市川実日子、池松壮亮、須藤蓮、小川未祐
[2019年/日本=フランス/111分/KADOKAWA/DCP]

[監] 半野喜弘
[出] 妻夫木聡、豊川悦司、
ニッキー・シエ、
カイザー・チュアン
[2019年/日本=台湾/100分/ハーク/DCP]

[監] マーク・ギル
ジェシカ・ブラウン・フィンドレイ
[出] ジャック・ロウデン、
[2017年/イギリス/94分/パルコ/DCP]

[監] デスティン・ダニエル・クレットン
[出] ブリー・ラーソン、
ウッディ・ハレルソン
[2017年/アメリカ/127分/ファントム・フィルム/DCP]

アンノウン・ソルジャー
英雄なき戦場

8/3（土）〜
8/15（木）
¥

A

アンダー・ユア・ベッド

8/3（土）〜
8/16（金）
¥

A

愛がなんだ

8/3（土）〜

終了未定

¥

A

期間中

１週 8/3（土）〜
8/9（金）

デッドエンドの思い出 限定

¥

A

新聞記者

8/10（土）〜
終了未定

¥

A

アマンダと僕

8/10（土）〜
終了未定

¥

Amanda

A

サマーフィーリング
Ce sentiment de l'ete

8/10（土）〜
終了未定

¥

A

期間中

イベント予定あり

イベント予定あり

※詳細はイベント欄

※詳細はイベント欄

音声ガイド・字幕
UDCAST 対応
(C)ELOKUVAOSAKEYHTIO SUOMI 2017

(C)映画「青の帰り道」製作委員会

(C)2019 映画「アンダー・ユア・ベッド」製作委員会

(C)2018「Memories of a Dead End」FILM Partners

(C)2019「新聞記者」
フィルムパートナーズ

(C)Nord-Ouest Films - Arte France Cinema - Katuh Studio - Rhpone-Alpes Cinema

(C)2018 NORD-OUEST FILMS - ARTE FRANCE CINEMA

壮絶なる戦闘の果てに兵士たちは何を得たのか

覗いていたい。ずっと―男の愛は狂気となった

リピーター続出、大ヒット記録中の恋愛映画

吉本ばなな自身が愛した物語が待望の映画化！

権力とメディアの裏側を描くサスペンス・エンタテインメント

夏のパリ。悲しみを乗り越えようとする2人の物語

『アマンダと僕』のミカエル・アース監督作品！

フィンランドの古典的小説「無名戦士」を映画
化し、同国史上最大のヒット作となった戦争映
画。第2次大戦時、祖国防衛のためソ連軍と
戦ったフィンランド兵士たちの姿をリアルに描く。

大石圭の同名小説を、高良健吾主演で映画化
したサスペンス・ホラー。かつて自分に対して唯
一、優しくしてくれた女性に対し、歪んだ思いを
募らせる男の行き過ぎた行動の行方を描く。

角田光代による同名恋愛小説を映画化。
「知
らない、ふたり」
「サッドティー」の今泉力哉監督
が、おかしくて苦い一方通行の恋と向き合う。
口コミを中心に話題となりロングランヒット中。

よしもとばななの同名小説を元に映画化。遠距
離恋愛中の彼を追い韓国から名古屋へ来たユ
ミ。だが彼のアパートには女性の姿があり…。

東京新聞記者・望月衣塑子の同名ベストセラー
を原案に映画化。権力中枢の闇に迫ろうとする
女性記者と、理想に燃え公務員となった若手エ
リート官僚との対峙・葛藤を活写するサスペンス。

第31回東京国際映画祭で東京グランプリと最
優秀脚本賞をW受賞したドラマ。肉親を亡くした
青年ダヴィッドと姪アマンダ。消えない悲しみを
抱えながらも2人は絆を芽生えさせてゆくが…。

ミカエル・アース監督の長編2作目。30歳のサ
シャが突然この世を去る。サシャの恋人ローレ
ンスとサシャの妹ゾエは、三度の夏、三つの都
市で、人生の光を少しずつ取り戻していく…。

[監] アク・ロウヒミエス
ヨハンネス・ハロパイネン、アク・ヒルビニスミ
[出] エーロ・アホ、
[2017年/フィンランド/132分/彩プロ/DCP]

[監] 安里麻里
[出] 高良健吾、西川可奈子、安部賢一、三河悠冴、三宅亮輔
[2019年/日本/98分/KADOKAWA/DCP]

[監] 今泉力哉
[出] 岸井ゆきの、成田凌、深川麻衣、若葉竜也、穂志もえか
[2019年/日本/123分/エレファントハウス/DCP]

[監] 藤井道人
[出] シム・ウンギョン、松坂桃李、本田翼、高橋和也、田中哲司
[2019年/日本/113分/スターサンズ他/DCP]

[監] ミカエル・アース
[出] バンサン・ラコスト、
イゾール・ミュルトリエ
[2018年/フランス/107分/ビターズ・エンド/DCP]

[監] ミカエル・アース
[出] アンデルシュ・ダニエルセン・リー、ジュディット・シュムラ
[2015年/フランス、
ドイツ/106分/ブロードウェイ/DCP]

北の果ての小さな村で
Une annee polaire

8/10（土）〜
終了未定

¥

A

ニューヨーク公共図書館
エクス・リブリス

8/10（土）〜
終了未定

¥ 特

あなたの名前を呼べたなら
Sir

8/10（土）〜
終了未定

¥

A

[監] チェ・ヒョンヨン[出] チェ・スヨン、田中俊介
[2018年/韓国、
日本/90分/アーク・フィルムズ/DCP]

メイキング「デッドエンドの思い出 〜ビハインド・
ザ・シーン 17日間の記録」上映あり ※別料金

幸福なラザロ
Lazzaro felice

8/10（土）〜
終了未定

¥

A

野火

1日 8/15（木）
限定 限定上映
¥ 特

HOT SUMMER NIGHTS

ホット・サマー・ナイツ

8/16（金）〜

¥ 料金 （）内は会員料金

終了未定

¥

A

一般

(C)2018 Geko Films and France 3 Cinema

(C)2017 Inkpot Films Private Limited,India

X

(C)2018 tempesta srl・Amka Films Productions・Ad Vitam Production・
KNM・Pola Pandora RSI・Radiotelevisione svizzera・Arte France Cinema・ZDF/ARTE

(C)2017 IMPERATIVE DISTRIBUTION, LLC. All rights reserved.

(C)SHINYA TSUKAMOTO / KAIJYU THEATER

しなやかに生きる人々の、
シンプルで豊かな暮らし

巨匠フレデリック・ワイズマンの傑作ドキュメンタリー

インド、ムンバイ。近くて遠い 2 人の世界が交差した時

第 71 回カンヌ国際映画祭脚本賞受賞したドラマ

なぜ大地を血で汚すのか。戦後 74 年記念上映

『君の名前で僕を呼んで』ティモシー・シャラメ主演作！

北極圏の自然と人々の暮らしを描くドラマ。デ
ンマークから小学校に赴任した教師アンダー
ス。異なる文化に苦戦するなか、生徒の祖父母
からこの地で生きるための哲学を教えられる。

世界中の図書館員の憧れである知の殿堂の舞台
裏を、ワイズマン監督が捉えたドキュメンタリー。

インド出身監督の長編デビュー作。ムンバイ。
夫を亡くしたラトナは裕福なアシュヴィンの家で
メイドとして働く。結婚が破談になったアシュヴィ
ンとラトナは、次第に距離を縮めていくが…。

1980年代初頭にイタリアで実際にあった詐欺
事件から着想を得たドラマ。イタリアの小さな
村を舞台に、過酷な生活を強いられている村人
や純朴な青年ラザロを待ち受ける運命を描く。

大岡昇平の小説を塚本晋也の監督、脚本、製
作、主演で映画化。1日限りのアンコール上映。

父親を亡くした喪失感から立ち直れないでいた
青年が、見知らぬ町で体験するひと夏のエピ
ソードつづられる。
『ムーンライト』
など次々と話
題作を送り出しているスタジオA24が製作。

[監] ロヘナ・ゲラ
[出] ティロタマ・ショーム、
ビベーク・ゴーンバル
[2018年/インド他/99分/アルバトロス・フィルム/DCP]

[監] アリーチェ・ロルバケル
[出] アドリアーノ・タルディオーロ、アニェーゼ・グラツィアーニ
[2018年/イタリア/127分/キノフィルムズ/DCP]

[監] サミュエル・コラルデ
[出] アンダース・ビーデゴー、
アサー・ボアセン
[2018年/フランス/94分/ザジフィルムズ/DCP]

[監] フレデリック・ワイズマン
[2017年/アメリカ/205分/ミモザフィルムズ他/DCP]

¥

一般2000、学生・シニア・サービスデー1500
一般会員1700、高以下・しょうがい者1200
※招待券・ポイントカード等の無料鑑賞不可

● ジャック＆ベティサロン 支配人・梶原を囲む交流会
8/1
（木） 映画の日 15:10頃〜
（13:05回「こはく」、13:10回「よこがお」上映後）
会場：横浜パラダイス会館
（劇場１F）※要１ドリンクオーダー

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

[監] 塚本晋也 [出] 塚本晋也、
リリー・フランキー
[2014年/日本/87分/海獣シアター/DCP]

¥

一般1200、学生・シニア・会員1100
高以下・しょうがい者1000

※木曜メンズデー割引は対象外となります

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

[監] イライジャ・バイナム
[出] ティモシー・シャラメ、マイカ・モンロー、アレックス・ロー
[2017年/アメリカ/107分/ハピネット/DCP]

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。
・レイト指定回は（C）
料金となります

・ 8/4（日）
『こはく』09:15 回※予定 料金 : 1000 円（しょうがい者＋付添１名）
・『愛がなんだ』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。
字幕対応もあり、当館でも字幕用メガネ型端末を１台無料で貸し出しできます（予約優先）

