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予告なし

予告なし

予告なし

予告なし

予告なし

予告なし

4/8（日）・10（火）は日本語吹替

14:55～16:505/4（金）

▶ イベント・お知らせ

● ＜大岡川桜まつり 夜桜上映会＞
   4/7（土）・8（日）両日19時～「ちえりとチェリー」上映。
　会場：大岡川 桜桟橋／入場無料／雨天・荒天は中止

● 「仁光の受難」初日舞台挨拶
   4/14（土）上映後、庭月野議啓監督、ほか（予定）

● ＜ひばりチャンネル＞「ひばりの三役 競艶雪之丞変化」
   4/15（日）、16（月）両日上映後、
　ひばりさんのご親戚「魚増」お魚販売あり

● 「サイモン＆タダタカシ」初日舞台挨拶※予定
   4/21（土）上映後、初日イベント開催（詳細近日決定）

● 「劇場版シネマ狂想曲 名古屋映画館革命」イベント
　連日上映後、ゲストによるトークショーや特別上映あり
 ・ 4/21（土）白石晃士さん、久保山智夏さん、
   森裕介さん（アメカル映画祭）、坪井篤史さん
 ・ 4/22（日）柳英里紗さん、藤村聖子さん、守屋文雄さん、坪井篤史さん
 ・ 4/23（月）坪井篤史さん、ほか
 ・ 4/24（火）松江哲明監督、坪井篤史さん
 ・ 4/25（水）・26（木）ゲスト調整中
 ・ 4/27（金）中村祐太郎監督、『アーリーサマー』特別上映あり
　（50分、シネマスコーレ製作、中村祐太郎監督作品）

● ジャック＆ベティサロン 支配人・梶原を囲む交流会
    5/1（火）”映画の日”14:55頃より開催
　会場：横浜パラダイス会館（劇場１F） ※要１ドリンクオーダー

4月

4月

5月劇場オープンは、初回上映（ジャックとベティの早い方）の25分前予定です

5月

09:00～10:30

ハッピーエンド
12:50～14:40
羊の木
14:50～17:05

ワンダーストラック
17:30～19:30

10:40～12:40

19:35～20:45

全員 ￥1,100

女性 ￥1,100

男性 ￥1,100

2人で ￥2,200

会員一般…1200円
会員大専…1100円

￥1,100

一陽来復 Life Goes On
11:35～13:05

09:25～11:25

羊の木

サイモン&タダタカシ

ラッキー

09:10～11:25

11:35～13:25

13:35～15:15

ぼくの名前はズッキーニ

14:45～15:55

16:05～17:10

あなたの旅立ち、綴ります
17:20～19:10

女は二度決断する

16:10～17:40

17:50～19:25

13:30～15:45

予告なし

予告なし

予告なし

21:00～23:20

ワンダーストラック

ワンダーストラック

サファリ

ラッキー

ザ・スクエア 思いやりの聖域

09:05～10:35

blank13

09:05～10:50
ナチュラルウーマン

ベルリン・シンドローム

予告なし21:55～23:05

劇場版シネマ狂想曲
名古屋映画館革命

ザ・シークレットマン
09:10～10:55

ローズの秘密の頁（ページ）
11:05～12:55
サファリ
13:05～14:35

アバウト・レイ16歳の決断

素敵なダイナマイト
スキャンダル

The Beguiled
ビガイルド 欲望のめざめ

The Beguiled
ビガイルド 欲望のめざめ

19:15～20:50

blank13
17:50～19:05

ベルリン・シンドローム
15:40～17:40

19:10～20:55

18. 4/7 - 5/4
上映スケジュール

2 3 430 12928272622 23 24 25212019181715 1610 11 127 8 9 13 14

2 3 430 12928272622 23 24 25212019181715 1610 11 127 8 9 13 14

12:55～14:45

17:35～19:20
女は二度決断する

19:30～20:45
アイスと雨音

サバービコン 仮面を
被った街

10:45～12:45
スリー・ビルボード

20:55～23:20
BPM ビット・パー・ミニット

ビッグ・シック ぼくたちの
大いなる目ざめ

ビッグ・シック ぼくたちの
大いなる目ざめ

ロンドン、人生はじめます

夜の歌謡シリーズ
伊勢佐木町ブルースTHE PROMISE 君への誓い

ザ・シークレットマン

15:30～16:50
仁光の受難

17:05～19:00
ローズの秘密の頁（ページ）

女は二度決断する

ナチュラルウーマン

5/5（土）～「リバーズ・エッジ」
5/12（土）～「神さまの轍 -checkpoint of the life-」
 「おだやかな革命」「星くず兄弟の新たな伝説」
 「四月の永い夢」「修道士は沈黙する」
 ＜中川龍太郎監督特集上映＞
 「Plastic Love Story」「愛の小さな歴史」
 「走れ、絶望に追いつかれない速さで」

5/19（土）～「大英博物館プレゼンツ 北斎」
 「ラブレス」「シューマンズ バー ブック」
 「ダリダ あまい囁き」「Oh Lucy!（オー・ルーシー！）」
5/26（土）～「軍中楽園」「娼年」「獄友」
6/2（土）～「タクシー運転手 約束は海を越えて」
6/9（土）～「さよなら、僕のマンハッタン」
 「SUKITA 刻まれたアーティストたちの一瞬」
 「大いなる幻影 デジタル修復版」「恋多き女 デジタル修復版」
 「危険な関係 デジタル・リマスター版」

6/16（土）～＜フランス ゴーモン映画特集＞
＜特集上映　華麗なるフランス映画＞
 「太陽がいっぱい」「太陽はひとりぼっち」「昼顔」
 「哀しみのトリスターナ」「突然炎のごとく」
 「エヴァの匂い」「ダンケルク」

6/21（木）～27（水）「アンダーグラウンド 完全版」
6/23（土）～「告白小説、その結末」
6/30（土）～「フロリダ・プロジェクト 真夏の魔法」
7/6（金）～「セラヴィ！」
時期未定～
「港町」「目撃者 闇の中の瞳」「ゆれる人魚」
「AMY SAID エイミーセッド」「苦い銭」
「ブラッド・スローン」「ロキシー」「女になる」
「殺人者の記憶法」「名前のない女たち うそつき女」
「オレの獲物はビンラディン」「心と体と」
「ヒューマン・ハンター」「彼の見つめる先に」
「愛の病」「私は絶対許さない」「ガチ星」

「消された女」「わたしたちの家」「泳ぎすぎた夜」
「心の故郷 ある湾生の歩んできた道」「大和（カリフォルニア）」
「フェリーニに恋して」「デイヴィッドとギリアン 響きあうふたり」
「毎日がアルツハイマー ザ・ファイナル」「サラバ静寂」
「フジコ・ヘミングの時間」「欲望の翼 デジタルリマスター版」
「29歳問題」「ニワトリ★スター」「ラーメン食いてぇ！」
「D5 5人の探偵」「ウィッチ・フウィッチ」
「サムライと愚か者 オリンパス事件の全貌」
「イカリエ-XB1」「ラスト・ワルツ」「スパイナル・タップ」
「さすらいのレコード・コレクター 10セントの宝物」
「ザ・ビッグハウス」「クレイジー・フォー・マウンテン」
「ソフィア・コッポラの椿姫」「オンネリとアンネリのおうち」
「クジラの島の忘れもの」「きみへの距離、1万キロ」
「ビューティフル・デイ」「君の名前で僕を呼んで」
「ジェイン・ジェイコブズ ニューヨーク都市計画革命」
＜村田朋泰特集 夢の記憶装置＞＜Viva!イタリアvol.4＞
＜TANIZAKI TRIBUTE＞「神と人との間」他２本

5/5（土）以降の上映作品 ※変更の場合あり 

予告なし

予告なし

②    20:50 ～23:20

① 11:30 ～13:20
② 17:40 ～19:25

① 09:30 注 ～11:20

① 14:55 注 ～17:25

② 13:40 ～15:30
予告なし③    21:05 ～22:50

① 11:30 注  ～13:30
予告なし②    21:00 ～23:00

blank13

09:20～11:20
ワンダーストラック

予告なし21:15～23:10
ベルリン・シンドローム

17:25～19:05

予告なし

19:20～20:50

三十路女は
ロマンチックな夢を見るか？

予告なし

予告なし

予告なし

予告なし

ひばりの競艶雪之丞変化
15（日）16（月）のみ 09:30～12:40

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。

23（月）～27（金）
19:30～

21（土）22（日）
13:25～

23（月）～27（金）
19:35～

21（土）22（日）
15:55～

THE PROMISE 君への誓い
23（月）～27（金）

19:30～
21（土）22（日）

13:25～

早春
23（月）～27（金）
15:55～

21（土）22（日）
19:35～

坂本龍一 PERFORMANCE IN
NEW YORK: async

15（日）16（月）09:30回休映注

15（日）16（月）11:30回休映注① 11:00 ～13:00
② 15:15 注 ～17:15

予告なし

予告なし

③    19:15 ～21:10

① 13:10 ～15:05
予告なし

予告なし

②    21:20 ～23:15

4/8（日）15:15回休映注
5/4（金）14:55回休映注

※4/22（日）、4/23（月）は
バリアフリー字幕付き上映



(C)2017 Twentieth Century Fox

アカデミー賞主演女優賞、助演男優賞受賞！

スリー・ビルボード

娘を殺害された母親が警察を批判する看板を設
置したことから、予期せぬ事件が起こるサスペン
ス。母親をフランシス・マクドーマンドが熱演し、
自身2度目のアカデミー主演女優賞を受賞した。
[監] マーティン・マクドナー
[出] フランシス・マクドーマンド、ウッディ・ハレルソン、サム・ロックウェル
[2017年/イギリス/116分/20世紀フォックス映画/DCP]

¥ AThree Billboards Outside Ebbing, Missouri

4/28（土）～  
終了未定 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～『バーフバリ 王の凱旋』
　『ダウンサイズ』『おみおくり』
▼ 4/14（土）～『ばぁちゃんロード』

●
　中区長者町 6-95
　(045-341-3180）
 

▼ 上映中～ 『犬猿』『花咲くころ』
　＜ルイス・ブニュエル三大傑作＞ほか
▼ 4/14（土）～＜原一男特集＞ほか

横浜シネマリン横浜ニューテアトル

権力には屈しない 相手が大統領であってもー

ザ・シークレットマン

リーアム・ニーソンが“ディープ・スロート”こと元FBI
副長官マーク・フェルトを演じたサスペンス。FBI長
官代理からウォーターゲート事件の解決を命じられ
たフェルトは、マスコミを利用しようとするが…。
[監] ピーター・ランデズマン
[出] リーアム・ニーソン,ダイアン・レイン,マートン・ソーカス
[2017年/アメリカ/103分/クロックワークス/DCP]

¥ AMark Felt: The Man Who Brought Down the White House

X

4/7（土）～      
4/20（金） 

『キャロル』トッド・ヘインズ監督、新境地にして最高傑作！

ワンダーストラック

トッド・ヘインズ監督が同名小説を映画化。1977
年のミネソタに住む母親を亡くした少年ベンと、
1927年のニュージャージーに住む聴覚障害の
少女ローズとの時代を越えた交流を紡ぎ出す。
[監] トッド・ヘインズ 
[出] オークス・フェグリー、ミリセント・シモンズ、ジュリアン・ムーア
[2017年/アメリカ/117分/KADOKAWA/DCP]

¥ AWonderstruck

4/6（金）～   
終了未定 

PHOTO : Mary Cybulski

カンヌ国際映画祭パルムドール（最高賞）受賞！

ザ・スクエア
思いやりの聖域

「フレンチアルプスで起きたこと」のリューベン・
オストルンド監督作。有名美術館のキュレー
ターが発表した展示作品「ザ・スクエア」が世間
に思わぬ反響を生み、大騒動へと発展する…。
[監] リューベン・オストルンド
[出] クレス・バング、エリザベス・モス、ドミニク・ウェスト
[2017年/スウェーデン他/151分/トランスフォーマー/DCP]

¥ A 

4/28（土）～  
終了未定 

(C)2017 Plattform Prodtion AB / Societe Parisienne de Production / Essential Filmproduktion GmbH / Coproduction Office 

(C)2016 FILM TROOPE, LLC All Rights Reserved

『パリ、テキサス』の名優スタントン、最後の主演作

ラッキー

「パリ、テキサス」など個性派俳優として知られ、
2017年逝去したハリー・ディーン・スタントンの最後
の主演作。90歳の気難しい現実主義者ラッキーを
主人公に、全員に訪れる人生の最後の時間を描く。
[監] ジョン・キャロル・リンチ
[出] ハリー・ディーン・スタントン、デビッド・リンチ
[2017年/アメリカ/88分/アップリンク/DCP]

¥ ALucky

4/21（土）～  
終了未定 

Photo Credit: Hilary Browyn Gayle (C)2017 Paramount Pictures. All rights reserved.

サバービコン、そこはアメリカン・ドリームの街

サバービコン仮面を被った街

コーエン兄弟が1980年代から温めていた企画
を、ジョージ・クルーニー監督で映画化したサスペ
ンス。白人ばかりが生活している街を舞台に、ある
家族が思わぬ事態に追い込まれていく姿を映す。
[監] ジョージ・クルーニー
[出] マット・デイモン、ジュリアン・ムーア、オスカー・アイザック
[2017年/アメリカ/104分/東北新社ほか/DCP]

¥ ASuburbicon

5/4（金）～  
終了未定 

(C)「アイスと雨音」実行委員会

若者たちの1ヶ月を74分ワンカットで描いた青春譚

アイスと雨音

「アズミ・ハルコは行方不明」などの松居大悟監
督が、現実と虚構、映画と演劇の狭間でもがきな
がら生きる若者たちの姿をワンカットで描く。音楽
を2人組ヒップホップバンド「MOROHA」が担当。
[監] 松居大悟 
[出] 森田想、田中怜子、田中偉登、青木柚、紅甘
[2017年/日本/74分/SPOTTED PRODUCTIONS/DCP]

¥ A

4/28（土）～  
終了未定 

音声ガイド付き上映
・ 5/6（日） 時間未定 「スリー・ビルボード」 料金 : 1000 円（しょうがい者＋付添１名）
・ 「素敵なダイナマイトスキャンダル」はスマホ等のアプリ「UDCast」を利用することで、
　どの回でも音声ガイドが再生できます。

(C)Wien 2016 Ulrich Seidl Film Produktion ARTE G.E.I.E. Danish Documentary WDR

アフリカで行われているトロフィー・ハンティングとは？

サファリ

毛皮や頭だけを目的に狩猟するレジャー「トロ
フィー・ハンティング」の実態に、「パラダイス」三
部作の監督が迫るドキュメンタリー。ハンターや
ロッジのオーナー、ガイドの原住民らを取材する。
[監] ウルリッヒ・ザイドル
[出] ジェラルディン・アイヒンガー、エバ・ホフマン
[2016年/オーストリア/90分/サニーフィルム/DCP]

¥ ASafari

4/7（土）～      
4/20（金） 

知られざる悲劇を生き抜いた男女 3人の物語

THE PROMISE 君への誓い

「ホテル・ルワンダ」の監督が、20世紀初頭に起
きたオスマン帝国によるアルメニア人虐殺事件
を映画化。第一次大戦下、強制労働送りとなっ
たアルメニア人のミカエルは、脱走を計るが…。
[監] テリー・ジョージ
[出] オスカー・アイザック、シャルロット・ルボン、クリスチャン・ベール
[2016年/スペイン、アメリカ/134分/ショウゲート/DCP]

¥ AThe Promise

4/14（土）～ 
4/27（金） 

(C)2016 THE PROMISE PRODUCCIONES AIE-SURVIVAL PICTURES,LLC. ALL Right Reserved.

『愛、アムール』から5年。名匠ハネケ監督の最新作

ハッピーエンド

実力派俳優競演で綴る愛と死のドラマ。瀟洒な
邸宅で三世代同居しながらも、心はバラバラなロ
ラン家。そんな中、家業を娘に譲って引退した85
歳のジョルジュは、13歳の孫娘と再会するが…。
[監] ミヒャエル・ハネケ
[出] イザベル・ユペール、ジャン＝ルイ・トランティニャン
[2017年/フランス、ドイツ他/107分/ロングライド/DCP]

¥ AHappy End

4/28（土）～  
終了未定 

(C)2017 LES FILMS DU LOSANGE - X FILME CREATIVE POOL Entertainment GmbH - WEGA FILM - ARTE FRANCE CINEMA -
 FRANCE 3 CINEMA - WESTDEUTSCHER RUNDFUNK - BAYERISCHER RUNDFUNK - ARTE - ORF Tous droits 

90 年代パリ、愛と叫びで世界を変えようとした

BPM ビート・パー・ミニット

第70回カンヌ国際映画祭グランプリ他に輝い
た青春ドラマ。1990年代初頭、カリスマ的リー
ダーのショーン、彼に恋するナタンら団体メン
バーたちは、HIV/エイズへの偏見と闘う…。
[監] ロバン・カンピヨ
[出] ナウエル・ペレーズ・ビスカヤート、アーノード・バロワ
[2017年/フランス/143分/ファントム・フィルム/DCP]

¥ A120 battements par minute

4/28（土）～  
終了未定 

(C)Celine Nieszawer

ロンドン、人生はじめます

ホームレスが一夜で資産家に！実話を基に描く感動作
ロンドン郊外、高級マンションで暮らす未亡人エ
ミリーは、生活の様々な問題に直面していた。そ
んなある日、自然の中で暮らすドナルドと出会う
…。大人の恋を描いたロマンティックコメディ。
[監] ジョエル・ホプキンス  
[出] ダイアン・キートン、ブレンダン・グリーソン、レスリー・マンビル
[2017年/イギリス/102分/シンカ他/DCP]

¥ A

(C)2016 RELIANCE ENTERTAINMENT PRODUCTIONS 6 LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.

4/28（土）～  
終了未定 

Hampstead

ナチュラルウーマン

私らしく、私を生きる。パワフルでエモーショナルな物語
「グロリアの青春」のセバスティアン・レリオ監督
が、差別や偏見に闘いを挑み、自分を貫いたトラ
ンスジェンダーの女性を描いた作品。先日発表さ
れたアカデミー賞で外国語映画賞を受賞した。
[監] セバスティアン・レリオ  
[出] ダニエラ・ベガ、フランシスコ・レジェス、ルイス・ニェッコ
[2017年/チリ他/104分/アルバトロス・フィルム/DCP]

¥ A

(C)2017 ASESORIAS Y PRODUCCIONES FABULA LIMITADA; PARTICIPANT PANAMERICA, 
LCC; KOMPLIZEN FILM GMBH; SETEMBRO CINE, SLU; AND LELIO Y MAZA LIMITADA

3/31（土）～ 
4/20（金） 

Una Mujer Fantastica

女は二度決断する

ヒトラー崇拝者に家族を殺された女性の決断とは
ファティ・アキンが監督し、ダイアン・クルーガー
がカンヌ映画祭主演女優賞受賞の人間ドラマ。
移民である夫と愛息を爆弾テロにより突如奪わ
れたカティヤは、犯人への復讐を決意する…。
[監] ファティ・アキン  
[出] ダイアン・クルーガー、デニス・モシットー、ヨハネス・クリシュ
[2017年/ドイツ/106分/ビターズ・エンド/DCP]

¥ A

(C)2017 bombero international GmbH & Co. KG, Macassar Productions, Pathe Production,
 corazon international GmbH & Co. KG, Warner Bros. Entertainment GmbH

4/14（土）～  
終了未定 

Aus dem Nichts

あれから６年。夫婦と親子の心温まるドキュメンタリー

一陽来復
Life Goes On

大震災から6年を迎える宮城県・岩手県・福島県
を舞台に、市井の人々を追ったドキュメンタリー。
家族を失った夫婦や震災を風化させないための
語り部などそれぞれの歩みにカメラが寄り添う。
[監] 尹美亜
[ナレーション] 藤原紀香、山寺宏一
[2017年/日本/81分/平成プロジェクト/DCP]

¥ A

4/21（土）～ 
4/27（金） 

(C)2017 Kokoro Film Partners

１週
限定

(C)2017 WHILE YOU WERE COMATOSE, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

異文化カップルがトラブルをハッピーに変えた驚きの実話！

ビッグ・シック
ぼくたちの大いなる目ざめ

クメイル・ナンジアニが自身の経験を脚本にし、
自ら主演したヒューマンコメディ。パキスタン人
の青年が昏睡状態に陥ったアメリカ人の元カ
ノの両親と次第に心を通わせていく様を描く。
[監] マイケル・ショウォルター
[出] クメイル・ナンジアニ、ゾーイ・カザン、ホリー・ハンター
[2017年/アメリカ/120分/ギャガ/DCP]

¥ A

4/21（土）～  
5/4（金） 

(C)TRICYCLE FILM

世界中の映画祭で絶賛されたインディーズ映画！

仁光の受難

新鋭・庭月野議啓の異色時代劇。異性にモテ
すぎて煩悩に苦しむ僧侶と、人斬りとなった侍、
そして男の精気を吸い取る妖怪が出会う摩訶
不思議な世界を、実写とアニメを交えて描く。
[監] 庭月野議啓
[出] 辻岡正人、若林美保、岩橋ヒデタカ、有元由妃乃
[2016年/日本/70分/ポニーキャニオン/DCP]

¥ A

4/14（土）～ 
4/20（金） 

１週
限定

(C)1971 Maran Films & Kettledrum Productions Inc. All Rights Reserved.

イエジー・ スコリモフスキ監督の傑作がよみがえる

早春 デジタル・リマスター版

ポーランドの名匠イエジー・スコリモフスキが
1970年にイギリスで撮り、映画ファンから長年カ
ルト的人気を誇る作品。15歳の少年の不器用な
初恋を色鮮やかな映像美で綴った青春ドラマ。
[監] イエジー・スコリモフスキ
[出] ジェーン・アッシャー、ジョン・モルダー＝ブラウン
[1970年/イギリス他/92分/コピアポア・フィルム/DCP]

¥ ADeep End

4/21（土）～ 
4/27（金） 

１週
限定

(C)「サイモン＆タダタカシ」製作委員会

PFFが発見した新鋭監督が贈るジャンルレス映画！

サイモン＆タダタカシ

小田学の長編デビュー作。高校3年生のサイモン
は、親友タダタカシに密かに想いを寄せていた
が、それに気づかないタカシは、高校最後の夏に、
サイモンを誘い“運命の女”を探す旅に出る…。
[監] 小田学
[出] 阪本一樹、須賀健太、間宮夕貴、井之脇海、田中日奈子
[2017年/日本/83分/日活/DCP]

¥ A

4/21（土）～ 
4/27（金） 

１週
限定

4/21（土）
イベント予定
※詳細は近日決定

4/14（土）
舞台挨拶あり
※詳細はイベント欄へ(C)2017 Focus Features LLC All Rights Reserved

カンヌ映画祭監督賞！ソフィア・コッポラ新境地

The Beguiled
ビガイルド 欲望のめざめ

ソフィア・コッポラ監督がカンヌ映画祭で監督賞
を受賞したスリラー。南北戦争末期、女子寄宿
学園に現れた招かれざる客の存在が女性たち
の欲望をかきたて、秩序が乱れていく様を綴る。
[監] ソフィア・コッポラ
[出] コリン・ファレル,ニコール・キッドマン,キルステン・ダンスト
[2017年/アメリカ/93分/アスミック・エース他/DCP]

¥ A

4/14（土）～ 
4/27（金） 

見知らぬ6人の男女。彼らは全員、元殺人犯‼

羊の木

『桐島、部活やめるってよ』の吉田大八監督によ
るサスペンス。過疎対策として仮釈放された元
殺人犯を受け入れた港町で起きる出来事を、錦
戸亮演じる市役所職員の目を通して描き出す。
[監] 吉田大八
[出] 錦戸亮、木村文乃、北村一輝、優香、市川実日子
[2018年/日本/126分/アスミック・エース/DCP]

¥ A

4/21（土）～  
5/4（金） 

(C)2018「羊の木」製作委員会 (C)山上たつひこ、いがらしみきお／講談社

音声ガイド付
上映あり
音声ガイド付
上映あり

名古屋のミニシアター副支配人に密着！

劇場版シネマ狂想曲
名古屋映画館革命

ミニシアター、シネマスコーレの副支配人・坪井
篤史に密着したテレビドキュメンタリーの劇場
版。トークショーや上映会などオリジナル企画を
展開する映画愛と取り巻く人 と々の交流を追う。
[監] 樋口智彦 [出] 坪井篤史、白石晃士、松江哲明
[2017年/日本/65分/メ～テレ/DCP]
※リピーター割引1100円※半券提示（他館もOK）

¥ C

4/21（土）～ 
4/27（金） 

１週
限定

(C)メ～テレ

上映期間中
連日イベントあり
※詳細はイベント欄へ

(C)2016 Berlin Syndrome Holdings Pty Ltd, Screen Australia

異常者の恐怖！緊迫度 1000％の逃走！脱出！

ベルリン・シンドローム

オーストラリア人の女性カメラマン、クレアは、ベ
ルリンを旅行中にアンディと名乗る男と出会い、
恋に落ちる。彼の部屋に泊まったクレアだが、そ
の日からクレアは部屋に監禁されてしまい…。
[監] ケイト・ショートランド
[出] テリーサ・パーマー、マックス・リーメルト、マティアス・ハービッヒ
[2016年/オーストラリア/116分/レスペ/DCP]

¥ ABerlin Syndrome

4/7（土）～    
4/27金） 

＜R15+＞

目の不自由な方も、映画を一緒に楽しめる上映

実話に基づく家族の物語。齊藤工の長編初監督作

blank13

13年前に突然失踪した父が余命3カ月で見つ
かった。優しい父の記憶が忘れられないコウジは
病院へ向かい再会を果たすが…。俳優の斎藤
工の「齊藤工」名義による長編監督デビュー作。
[監] 齊藤工 
[出] 高橋一生、松岡茉優、斎藤工、神野三鈴、大西利空 
[2017年/日本/70分/クロックワークス/DCP]

¥ A

4/7（土）～    
4/27（金） 

(C)2017「blank13」製作委員会

坂本龍一
PERFORMANCE IN NEW YORK: async

2017 年 NYのパフォーマンスを収めたライブムービー
8年ぶりのオリジナルアルバム「async」のリリー
スを記念し、NYで行われたライブ。200人しか見
られなかった幻のパフォーマンスが明らかになる。
[監] スティーブン・ノムラ・シブル [出] 坂本龍一
[2017年/アメリカ、日本/70分/ライブ・ビューイング・ジャパン/DCP]

¥ 特

4/28（土）～ 
5/4（金） 

(C)KAB America Inc./SKMTDOC, LLC

１週
限定

一律2500円 ※各種割引適用外
※無料鑑賞はご利用いただけません。¥ 

「伊勢佐木町ブルース」発売 50周年記上映

夜の歌謡シリーズ
伊勢佐木町ブルース

横浜伊勢佐木町。ミナト横浜のロケーション効
果も美しく、梅宮辰夫を中心とした五人の男女
の激しい情事を、甘く哀しくリアルに描きあげる。
[監] 村山新治　[出] 梅宮辰夫、宮園純子、伴淳三郎
[1968年/日本/87分/東映/35mm]

¥ 特

4/28（土）～ 
5/4（金） 

(C)疾走プロダクション

一般1200円／学生・シニア1000円
会員は無料（要メンバーズカード提示）¥ 

１週
限定

ヒバリチャンネル
ひばりの競艶雪之丞変化

江戸初舞台を涙で舞う雪之丞ひばりの三役
初舞台お目見えでやって来た雪之丞一座。雪
之丞は客の中に父母の仇の姿を見つける…。
美空ひばりはかけもちで３役を華麗に演じる。 
[監] 渡辺邦男　[出]  美空ひばり、沼田曜一、若杉嘉津子
[1957年/日本/前半91分、後半89分/新東宝/DVD上映]

¥ 特
(C)国際放映

4/15（日）16（月）
「魚増」お魚販売

一般1800円／学生シニア1500円
※会員は300円引き ※無料鑑賞対象外¥ 

4/15（日）～
4/16（月） 

＜R15+＞


