3

2

月

月

21.2/6

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5
バルタザールどこへ行く

09:05〜10:45

ディエゴ・マラドーナ

10:55〜12:20

12:30〜13:45

劇場版

眉村ちあきのすべて（仮）

18:45〜20:00

2/28（日）
・3/2（火）
・4（木）

アウステルリッツ

13:10〜14:45

2人で ￥2,200

二つの顔

17:50〜20:00

ディエゴ・マラドーナ

11:15 〜13:30
② 17:50 注 〜20:00
①

13:25 〜15:25
② 18:05 〜20:00
予告なし

2/28（日）
・3/2（火）
・4（木）は

14:55〜15:25

09:10〜 めぐみへの誓い 13:40〜

ベイビーティース

11:40〜 ②17:50〜

①

予告なし

上映もあり

13:40〜15:40

ある人質

生還までの
３９８日

15:50〜18:10
香港画

18:20〜18:50

次週あり

生還までの398日

ベイビーティース

会員一般…1200円
会員大専…1100円

次週あり

︵金︶
のみ

ある人質

10:55〜13:30

めぐみへの誓い

でん ひ 福 ひ
ハッピー・オールド・イヤー
② 福 大 デ でん

15:45〜17:40

しゅんこうすいだん

春江水暖

次週あり

13:40〜15:30

09:00〜10:45

09:00 〜11:20
② 15:35 〜17:55
①

次週あり

二つの顔

19

めぐみへの誓い

生還までの３９８日

続くか未定

ある人質

09:00〜11:05

19:00〜20:00

月

予告なし

3/6（土）以降の予定 ※変更の場合あり

3/6（土）〜
「地球で最も安全な場所を探して」
「KCIA 南山の部長たち」
「佐々木、
イン、
マイマイン」
「ハッピー・バースデー 家族のいる時間」
3/13（土）〜「レンブラントは誰の手に」
「天空の結婚式」
「ひとくず」※アンコール上映
3/20（土）〜「ある殺人、落葉のころに」
＜渡辺紘文監督特集＞「私は確信する」

3

月

イベント・劇場からのお知らせ

● ＜日韓コラボ映画特集＞イベント
①「でんげい わたしたちの青春」
2/9
（火）
17:45回上映前、
チョン・ソンホ監督によるリモート舞台挨拶
②「ひと夏のファンタジア」
2/11
（木祝）
17:45回上映後、
チャン・ゴンジェ監督によるリモート舞台挨拶
●「めぐみへの誓い」初日舞台挨拶
2/19
（金）
13:40回上映後、開催
※登壇者等の詳細は近日決定

ドンテンタウン

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5

2

女性 ￥1,100
男性 ￥1,100

ディエゴ・マラドーナ

18:00〜20:00

燃ゆる女の肖像

①

福 デ でん
② 大 ひ 大

予告なし

予告なし

2/6（土） 7（日） 8（月）9（火）

①

13:10〜15:20

全員 ￥1,100

15:30〜17:35

殺意の道程

でん『でんげい わたしたちの青春』
11:30〜13:15
福『福岡』
注 2/19（金）②17:50休映
ひ『ひと夏のファンタジア』
大『大観覧車』
パリの調香師 18（木） ベイビーティース
デ『デッドエンドの思い出』 しあわせの香りを探して で終了
①

10（水）11（木）12（金）

粛清裁判

オンラインチケット
購入はこちら
（鑑賞日の３日前より）

漫画誕生

予告なし

休映

１１５席 ＋ バリアフリー１席

15:50 〜 ②17:45 〜

劇場版

予告なし

燃ゆる女の肖像

①

16:35〜17:50

16:20〜18:40

2/27（土）
3/1（月）
・3（水）
・5（金）

予告なし

クシナ

予告なし

09:05〜10:50

日韓コラボ映画特集

15:00〜16:25

おらおらでひとりいぐも

しあわせの香りを探して

11:00〜13:10

殺意の道程

13:55〜16:05

予告なし

パリの調香師

少女ムシェット

予告なし

次週
あり

18:35〜19:55

13:10〜14:50

注 2/19（金）休映

予告なし

Away

バルタザールどこへ行く

国葬

10:45〜13:00

次週
あり

16:30〜18:25

休映

９６席 ＋ バリアフリー１席

ハッピー・オールド・イヤー

永遠の歌声

11:25〜13:00

クシナ

殺意の道程

14:10〜16:15

甦る三大テノール

注 2/19（金）休映

11:35〜14:00

劇場版

予告なし

少女ムシェット

おらおらでひとりいぐも

予告なし

次週あり

09:10 〜11:25
13:20 〜15:35

09:00〜10:35

09:05〜11:15

- 3/5

上映スケジュール

永遠の歌声

二つの顔

セルゲイ・ロズニツァ
︿群衆﹀ドキュメンタリー

②

甦る三大テノール

ディエゴ・マラドーナ

注 2/19（金）休映

二つの顔

休映

①

休映

時短営業解除の場合
レイトショー追加の可能性あり

一部のみ掲載
最新情報は、
劇場サイトへ

3/27（土）〜「アルプススタンドのはしの方」
「野良人間 獣に育てられた子どもたち」
「テロルンとルンルン」
「藁にもすがる獣たち」 「過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい 写真家 森山大道」
「声優夫婦の甘くない生活」
「戦場のメリークリスマス 4K修復版」
4/2（金）〜「裏アカ」
「僕が跳びはねる理由」 「愛のコリーダ 修復版」
「クラッシュ 4K無修正版」
4/9（金）〜「街の上で」
「バッファロー'66」
「海の底からモナムール」
「ある用務員」
「空に聞く」
「フィールズ・グッド・マン」
4/23（金）〜「SNS 少女たちの10日間」
「天井棧敷の人々」
「二重のまち 交代地のうたを編む」
時期未定
「恋するけだもの」
「海辺の彼女たち」
「この世界に残されて」
「聖なる犯罪者」
「ヒッチャー ニューマスター版」
「僕は猟師になった」
「生きろ 島田叡 戦中最後の沖縄県知事」
「エポックのアトリエ 菅谷晋一がつくるレコードジャケット」「イルミナティ 世界を操る闇の秘密結社」

●「漫画誕生」舞台挨拶
2/27
（土）
・28
（日）
上映後、大木萠監督ほか登壇予定

感染症予防にご協力ください。引き続き、換気や消毒の対
策を行って参ります。

・すべてのお客様にマスクの着用をお願いします。
マスクを着用でない場合は入場いただけません。
・ 劇場内でお食事・アルコールの飲食はできません。

（ソフトドリンクは構いません）
。ロビーは飲食OKです。
・発熱や咳等の症状がある場合はご来場をお控えください。

※2/6（土）時点は、座席１席空けで販売しています。
状況により、全席開放する場合もございます。
その際は、劇場サイト等でご案内します。

左記のイベント情報は、変更となる可能性がございます。
最新情報は劇場サイト等でご確認ください
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）

ディエゴ・マラドーナ

2/5（金）〜
3/5（金）

二つの顔

¥

Diego Maradona

A

おらおらでひとりいぐも

音声ガイド・字幕
HELLO! MOVIE 対応

(C)2019 Scudetto Pictures Limited

未公開の秘蔵映像で明かされる天才の光と影
サッカー界のスーパースターの真実に迫ったド
キュメンタリー。1984年、
イタリアの弱小チーム、
SSCナポリに移籍したマラドーナは、大活躍す
る一方、
トラブルメーカーとして忌み嫌われて…。
[監] アシフ・カパディア
[出] ディエゴ・マラドーナ
[2019年/イギリス/130分/ツイン/DCP]

2/6（土）〜
2/19（金）
¥

A

(C)2020「おらおらでひとりいぐも」製作委員会

劇場版 殺意の道程

(C)2021「劇場版

2/6（土）〜
2/26（金）
¥

A

殺意の道程」製作委員会

ハッピー・オールド・イヤー
Happy Old Year

2/6（土）〜
2/19（金）
¥

A

(C)2019 GDH 559 Co., Ltd.

Away
Away

1/30（土）〜
2/12（金）
¥

A

(C)2019 DREAM WELL STUDIO. All Rights Reserved.

バカリズム脚本、新感覚サスペンスコメディ

タイ映画界の新世代が紡ぐ「断捨離」ムービー

革新的！独創的! 言葉なき深淵な世界ー

主婦として子育てを終えたところで夫に先立た
れた女性が、
自身の歩んだ道のりを回顧しなが
ら孤独な毎日をにぎやかなものへと変えてい
く。
『 横道世之介』
などの沖田修一監督作。

父親の復讐のため殺人を計画する息子を主人
公に、復讐劇の中で省略されがちな部分を事細
かに描いていくサスペンスコメディ。バカリズム
が脚本を手がけ、井浦新と共に主演も務めた。

自宅をオフィスに改装すべく断捨離を始めたデ
ザイナーが、物にまつわる思い出に揺れ動く人
間ドラマ。
『バッド・ジーニアス』
などのチュティ
モン・ジョンジャルーンスックジンが主演する。

ラトビアの新進クリエイターがひとりで3年半の
歳月をかけて完成させた長編アニメーション。飛
行機事故で島に不時着した少年が、
さまざまな
土地をオートバイで駆け抜けていく姿を描く。

[監] 沖田修一
[出] 田中裕子、蒼井優、東出昌大、濱田岳
[2020年/日本/137分/アスミック・エース/DCP]

[監] 住田崇
[出] バカリズム、井浦新、堀田真由、
日野陽仁
[2021年/日本/120分／WOWOW/DCP]

[監] ナワポン・タムロンラタナリット
[出] チュティモン・ジョンジャルーンスックジン、サニー・スワンメーターノン
[2019年/タイ/113分/ザジフィルムズ、
マクザム/DCP]

[監] ギンツ・ジルバロディス
[2019年/ラトビア/81分/キングレコード/DCP]

１週 2/13（土）〜
限定 2/19（金）

◆『でんげい わたしたちの青春』

¥

C

バルタザールどこへ行く
Au Hasard Balthazar

2/13（土）〜
2/26（金）
¥

A

少女ムシェット
Mouchette

2/13（土）〜
2/26（金）
¥

A

クシナ

Les parfums

1/30（土）〜
2/18（木）
¥

A

人生を豊かにする調合は、ひとつじゃない
ディオールの撮影協力＆エルメスの専属調香
師監修で描いたヒューマンドラマ。過去に嗅覚
障害となり挫折した天才調香師が、人生崖っ
ぷちな運転手との交流を通して再生していく。
[監] グレゴリー・マーニュ
グレゴリー・モンテル、セルジ・ロペス
[出] エマニュエル・ドゥボス、
[2019年/フランス/101分/アットエンタテインメント/DCP]

2/13（土）〜
2/26（金）
¥

A

燃ゆる女の肖像
Portrait de la jeune ﬁlle en feu

2/6（土）〜
2/19（金）
¥

A

(C)Lilies Films.

(C)LES FILMS VELVET-FRANCE 3 CINEMA

田中裕子15年ぶり主演。沖田修一監督作

＜日韓コラボ映画特集＞ 【企画】harakiri ﬁlms

パリの調香師

しあわせの香りを探して

2/13
眉村ちあきのすべて １週
限定 2/19
（仮）
¥A

（土）〜
（金）

18世紀、フランス、一瞬の恋が永遠に燃え上がる
18世紀のフランス、結婚を控える身分の高い
娘と彼女の肖像画を描くことになった画家が、
美しい孤島で恋に落ちて…。
『水の中のつぼ
み』
などを手掛けたセリーヌ・シアマ監督作。
[監] セリーヌ・シアマ
[出] ノエミ・メルラン、
アデル・エネル、ルアナ・バイラミ
[2019年/フランス/122分/ギャガ/DCP]

ある人質 生還までの398日
Ser du manen, Daniel

2/19（金）〜
終了未定

¥

A

（2015／韓国／97分）
※大阪

◆『福岡』

（2019／韓国／86分）
※福岡

2/9（火）11（木）

◆『ひと夏のファンタジア』

トあり
イベン
(C)Inforg M&M
Film 2019

（2014／日本、韓国／96分）
※奈良五條市

※詳細はイベント欄

日本で撮影された韓国インディペンデント映画
「こんな時代だからこそ、
日韓の文化交流をした
い。」
そんな気持ちから、
この企画は生まれまし
た。韓国のインディペンデント映画の監督たち
が好きな日本の土地で撮影し、
日韓の文化、友
情、恋愛をテーマとした爽やかな映画を上映。
作品詳細は別チラシをご覧ください。

めぐみへの誓い

2/19（金）〜
終了未定

¥

A

◆『大観覧車』

（2018／韓国、
日本／111分）
※大阪

◆『デッドエンドの思い出』

（2019／日本、韓国／90分）
※名古屋

※招待券等の無料鑑賞不可
※サービスデー割引対象外

ベイビーティース
Babyteeth

(C)1966 Argos Films Parc Films Athos Films Svensk Filmindustri

(C)Inforg M&M Film 2019

終了未定

¥

A

誰も知らない山奥で見つけた、母娘の愛のはなし

MOOSICLAB2019＜観客賞＞他 4 部門受賞

ISから息子を救出した家族の奇跡の実話を映画化

「ラルジャン」
「スリ」などで知られるロベール・ブ
レッソンが1966年に手がけた長編7作目。
ドスト
エフスキー「白痴」の挿話から着想を得て、一匹
のロバと一人の少女の数奇な運命を描き出す。

ブレッソンが傑作「バルタザールどこへ行く」の
直後に手がけた長編8作目。フランスの作家
ジョルジュ・ベルナノスの小説を原作に、ひとり
の少女のたどる悲しい運命をまざまざと描く。

山奥に人知れず存在する女だけの村。ここで
は、村長の鬼熊が1人で山を下りて買い物をす
ることで、女たちを守っていた。そこへ、人類学者
の風野蒼子が現れたことから、波紋が巻きて…。

弾き語りトラックメイカーアイドル として活動
する眉村ちあきに迫った異色ドキュメンタリー。
自ら会社を設立するなど独自の才能を発揮する
眉村を追い、彼女の知られざる一面に迫る。

シリアで過激派組織ISの人質となるも、奇跡的
に生還したデンマーク人写真家の体験に基づ
くドラマ。13か月にわたる過酷な拘束生活の実
態と、彼の救出に奔走した家族の苦悩を描く。

[監] ロベール・ブレッソン
[出] ナディーヌ・ノルティエ、
ジャン＝クロード・ギルベール
[1967年/フランス/80分/コピアポア・フィルム他/DCP]

[監] 速水萌巴
[出] 郁美カデール、廣田朋菜、稲本弥生、小沼傑
[2018年/日本/70分/アルミ―ド/DCP]

[監] 松浦本
[出] 眉村ちあき、徳永えり、品田誠、
月登
[2019年/日本/75分/SPOTTED PRODUCTIONS/DCP]

[監] ニールス・アルデン・オプレブ
[出] エスベン・スメド、
ソフィー・
トルプ
[2019年/デンマーク他/138分/ハピネット/DCP]

甦る三大テノール
永遠の歌声

Three Tenors: Voices for Eternity - 30th Anniversary Event

2/20（土）〜
3/5（金）
¥

A

セルゲイ･ロズニツァ
〈群衆〉
ドキュメンタリー3選
20世紀最大級のスペ
クタクルとして のス
ターリンの 国 葬 、ス
ターリンの独裁体制と
後の大静粛につなが
る裁判。人類史上最
大の悪が行われたホ
ロコーストの現場。

2/19（金）

(C)映画「めぐみへの誓い」製作委員会

舞台挨拶あり
※詳細はイベント欄

横田めぐみさん拉致から４３年。初の映画化。
拉致被害者の苦悩と闘いを、綿密な取材に基
づき描くドラマ。1977年、13歳の横田めぐみは
部活帰りに工作員の手により拉致される。
日本
では両親らが奪還に向け活動を続けるが…。
[監] 野伏翔
[出] 菜月、原田大二郎、石村とも子、大鶴義丹
[2020年/日本/102分/アティカス/DCP]

漫画誕生

(C)7th Day Film All rights reserved

(C)C Major Entertainment2020

胸が張りさけるほど愛おしいモーメント・ラブストーリー
病を抱える少女と孤独な不良青年の恋をビ
ビッドに描いたオーストラリア発の青春ラブス
トーリー。ベネチア国際映画祭でマルチェロ・
マストロヤンニ賞
（新人俳優賞）
を受賞した。
[監] シャノン・マーフィ
[出] エリザ・スカンレン、
トビー・ウォレストビー・ウォレス
[2019年/オーストラリア/117分/クロックワークス他/DCP]

１週 2/27（土）〜
限定 3/5（金）
¥

A

春江水暖 しゅんこうすいだん
春江水暖 Dwelling in the Fuchun Mountains

2/27（土）〜
終了未定

¥

A

(C)TOOLBOX FILM / FILM I VAST / CINENIC FILM / HUMMELFILM 2019

多くの映画監督を魅了したブレッソンの問題作

[監] ロベール・ブレッソン
[出] アンヌ・ビアゼムスキー、
フランソワ・ラファルジュ
[1966年/フランス他/96分/コピアポア・フィルム他/DCP]

2/19（金）〜

x

(C)ATELIER KUSHINA

巨匠ロベール・ブレッソンによる、映画史に輝く傑作

初めて明かされる世紀の競演のバックステージ
1990年ローマのコンサートから30周年。音楽
とサッカーをこよなく愛したオペラ歌手、ルチ
アーノ・パヴァロッティ、
プラシド・
ドミンゴ、
ホセ・
カレーラスの軌跡を追ったドキュメンタリー。
[製作] エルマー・クルーゼ
[出] ルチアーノ・パヴァロッティ、プラシド・ドミンゴ、ホセ・カレーラス
[2020年/ドイツ/93分/ギャガ/DCP]

香港画

2/27（土）〜
終了未定

¥ 特

時代と群衆に眼差しを向け、映画に新たな
視座を提示する、鬼才セルゲイ･ロズニツァ
作品、待望の日本初公開。

ドンテンタウン

１週 2/27（土）〜
限定 3/5（金）
¥

A

国葬
State Funeral

粛清裁判

2/27（土）〜
終了未定

¥

A

(C)ATOMS & VOID

The Trial

2/27（土）〜
終了未定

¥

A

(C)ATOMS & VOID

イベントあり
※詳細はイベント欄

日本初の漫画家「北沢楽天」、人生の答えとは
日本初の職業漫画家であり現在の漫画業界
の礎を築いた北沢楽天の歩みを追う伝記ドラ
マ。楽天は福沢諭吉に見出され、当時蔑まれて
いた漫画というジャンルを浸透させるが…。
[監] 大木萠
[出] イッセー尾形、篠原ともえ、稲荷卓央、橋爪遼
[2018年/日本/118分/アースゲート他/DCP]

(C)2019 SHANGRILA FILMS LLC. All Rights Reserved

変わりゆく世界に生きるある大家族の四季
中国・浙江省を流れる大河「富春江」流域で暮ら
す家族の物語を美しい四季を背景に描く。誕生
祝いの席で母親が脳卒中で倒れたことを契機
に、4人の息子たちは自らの人生を見つめ直す。
[監] グー・シャオガン
[出] チエン・ヨウファー、ワン・フォンジュエン、ジャン・レンリアン
[2019年/中国/150分/ムヴィオラ/DCP]

(C)MiekoHarada

(C)2019 osampo/MOOSIC LAB

国家の弾圧、若者たちの抵抗。衝撃と怒りの２８分

ひと夏のポップで奇妙なニュータウンムービー
佐藤玲と笠松将がW主演した青春ドラマ。苦
戦する曲作りから逃れるように、団地に引っ越
したシンガーソングライターのソラはある日、押
入れから大量のカセットテープを発見して…。

[監] 堀井威久麿
[2020年/日本/28分/DCP]

¥ 一般1,300円、学生・会員・シニア1,100円

[監] 井上康平
[出] 佐藤玲、笠松将、山本亜依、牛尾竜威
[2019年/日本/61分/SPOTTED PRODUCTIONS/DCP]

● ジャック＆ベティサロン 支配人・梶原を囲む交流会
3/1
（月）
15:40頃〜 事前申込・定員制（10名）｜ 会場：横浜パラダイス会館
（劇場1F）
※要１ドリンクオーダー
※マスク着用、検温、消毒をお願いしております。 ※オンライン参加可、申し込み方法などの詳細は劇場Webをご覧ください。

終了未定

¥

A

(C)Imperativ Film

1930年モスクワ、スターリンによる粛清裁判

元強制収容所を「観光」する群衆の姿を描く

セルゲイ・ロズニツァ監督が、ソ連の独裁者ス
ターリンの国葬を記録した貴重なアーカイブ映
像を基に製作。スターリンが生涯をかけて実現
した社会主義国家の真の姿を明らかにする。

スターリンによって行われた約90年前の裁判
の記録映像を基に製作。スターリンの台頭に
熱狂する群衆の映像を加えて再構成し、権力
がいかにして独裁政権を誕生させたかを描く。

ホロコーストの現場となった元強制収容所を
観光するダークツーリズムを題材に描くドキュ
メンタリー。現在、記憶を社会で共有し未来へ
つなげる試みはツーリズムと化していた…。

[監] セルゲイ・ロズニツァ
[2019年/オランダ・リトアニア/135分/サニーフィルム/DCP]

[監] セルゲイ・ロズニツァ
[2018年/オランダ・ロシア/123分/サニーフィルム/DCP]

[監] セルゲイ・ロズニツァ
[2016年/ドイツ/94分/サニーフィルム/DCP]

ハッピー・バースデー
家族のいる時間
Fete de famill

3/6（土）〜

終了未定

¥

A

(C)Les Films du Worso

日本人監督による香港民主化デモの短編ド
キュメンタリー。デモ参加者たちの声を聞き歩
きながら、警察と衝突する最中も撮影を敢行。

Austerlitz

2/27（土）〜

国父の死を嘆き悲しむ数千万人の群衆の姿

地球で最も安全な
場所を探して

Journey to the Safest Place on Earth

3/6（土）〜

¥ 料金 （）内は会員料金

終了未定

¥

A

2/27（土）28（日）
(C)漫画誕生製作委員会

アウステルリッツ

x

愛おしくもほろ苦い、フランス流家族ドラマ

原発推進派の科学者が挑む核のごみ問題

名優カトリーヌ・ドヌーヴ主演によるドラマ。70
歳を迎えた母親の誕生会が、思わぬ人物の来
訪によって大混乱に陥っていく…。監督は
『よ
りよき人生』
などのセドリック・カーンが務める。

世界各地の原発から出る 核のごみ 。核物理
学者でチャールズ・マッコンビーが、アメリカ、イ
ギリス、青森県六ヶ所村など各国の最終処分場
や候補地を巡り、問題に真正面から向き合う。

[監] セドリック・カーン
[出] カトリーヌ・
ドヌーブ、
エマニュエル・ベルコ
[2019年/フランス/101分/彩プロ,東京テアトル他/DCP]

[監] エドガー・ハーゲン
[出] チャーズル・マッコンビー
[2013年/スイス/100分/きろくびと/DCP]

一般

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

・『おらおらでひとりいぐも』は、アプリ「HELLO! MOVIE」利用で音声ガイド・字幕対応あり。
字幕用メガネ型端末の無料貸し出しもできます（予約優先）
目や耳が不自由な方も映画を一緒に楽しめます
2/6（土）、7（日）、13（土）、14（日）はラジオでも送信します。
（ラジオ貸出あり）

バリアフリー上映情報

