
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

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）
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20時以降開始の回は
状況により休映あり

● 「地球で最も安全な場所を探して」初日トークショー
  3/6（土）上映後、伴 英幸さん（原子力資料情報室共同代表）

● 「香港画」舞台挨拶
  3/7（日）上映後、堀井威久麿監督、前田穂高プロデューサー

● 「漂流ポスト」舞台挨拶
  3/20（土）、21（日）上映後、清水健斗監督（予定）

● ＜叫び声／わたしは元気 異能・渡辺紘文監督特集-＞
  上映期間中、イベント開催予定あり（詳細近日決定）

上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

イベント・劇場からのお知らせ 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。 

※20時以降開始の回は休映の場合あり
　営業時間短縮が続く場合、20時以降開始の上映回は、
　休映の場合があります。劇場サイトにてご確認ください。

※3/6（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。

4月3月

3月 4月

オンラインチケット
購入はこちら

（鑑賞日の３日前より）

21. 3/6 - 4/2
上映スケジュール
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4/3（土）～ 
 「バッファロー'66」「哀愁しんでれら」
 「MISS ミス・フランスになりたい！」
4/9（土）～ 「街の上で」「ドリームランド」
4/10（土）～「二重のまち 交代地のうたを編む」
 「世界で一番しあわせな食堂」
4/17（土）～
 「アウェイデイズ」「わたしの叔父さん」
 「クラッシュ 4K無修正版」

4/24（土）～ 「JUST ANOTHER」
「天井棧敷の人々」
5/1（土）～「フィールズ・グッド・マン」
 「生きろ 島田叡 戦中最後の沖縄県知事」
 「戦場のメリークリスマス 4K修復版」
 「愛のコリーダ 修復版」
 ＜柳下美恵のTHE ピアノ & シネマ vol.10＞
   『探偵学入門』『文化生活一週間』／『牧師の未亡人』

5/15（土）～
「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」

時期未定 
「記憶の技法」「瞽女 GOZE」「トキワ荘の青春」
「異邦人 デジタル復元版」「Style Wars」
「マンディンゴ」「未来へのかたち」「聖なる犯罪者」
「短篇集 さりゆくもの」「海辺の彼女たち」
「海の底からモナムール」「ある用務員」「野良人間」
「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」

4/3（土）以降の予定 ※変更となる場合あり

08:55～10:35

09:00～10:45

ハッピー・バースデー
家族のいる時間

地球で最も
安全な場所を探して

13:05～14:50
ハッピー・バースデー

家族のいる時間

10:55～12:55
KCIA 南山の部長たち

天空の結婚式

16:45～18:50
ひとくず

予告なし

予告なし

予告なし

ベイビーティース

09:05～

11:30～14:05

国葬

18:25～20:50
ある人質 生還までの３９８日

イルミナティ 世界を操る
闇の秘密結社

イルミナティ 世界を操る
闇の秘密結社

16:10～18:15
佐々木、イン、マイマイン

予告なし

予告なし

予告なし

10:45～12:30
めぐみへの誓い

11:15～13:05

08:50～11:10
地球で最も

安全な場所を探して

予告なし

予告なし

予告なし

予告なし

予告なし

ベイビーティース
18:05～20:05

ある人質 生還までの３９８日

KCIA 南山の部長たち

空に聞く
13:35～14:55

レンブラントは誰の手に
09:00～10:45
太陽の蓋
10:55～12:35
漂流ポスト
12:45～13:25

叫び声／わたしは元気
異能・渡辺紘文監督特集

18:25～

ある殺人、落葉のころに
15:05～16:30

僕は猟師になった
15:00～16:40

私は確信する
12:50～14:50

この世界に残されて
11:00～12:35

天空の結婚式
16:50～18:20

どん底作家の人生に幸あれ！
18:30～20:35
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17:20～18:45

春江水暖 しゅんこう
すいだん 春江水暖 しゅんこう

すいだん

09:05～10:40
声優夫婦の甘くない生活

10:50～12:45
私は確信する

12:55～14:25
この世界に残されて

18:10～19:05
テロルンとルンルン

ある殺人、落葉のころに

09:00～10:35
太陽の蓋 休

映

13:00～14:20
空に聞く

19:15～20:55
ヒッチャー ニューマスター版

18:55～20:20

重要

3/7（日）のみ休映注

国葬
15:20～17:40

予告なし
アウステルリッツ
17:50～19:25

予告なし12:40～15:10

6（土）・8（月）・10（水）・12（金）

10:45～12:50
どん底作家の人生に幸あれ！

14:40～15:15

15:25～17:10

漂流ポスト

レンブラントは誰の手に

予告なし

粛清裁判
17:50～20:00

7（日）・9（火）・11（木）
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8（月）～

13（土）・16（火）・19（金）

粛清裁判
14（日）・17（水）

アウステルリッツ
15（月）・18（木）

① 14:00  ～15:55
②    20:15～22:10

8（月）～②    20:10～22:10

香港画

6（土）8（月）
10（水）12（金）

① 13:15  ～13:50
②19:35～20:05

佐々木、イン、マイマイン
① 16:00  ～18:00

① 15:00  ～16:35
②     21:05～22:35

レンブラントは誰の手に

予告なし

① 14:15  ～16:00
②     21:00～22:45

ヒッチャー ニューマスター版
① 09:05  ～10:50

藁にもすがる獣たち

予告なし

① 14:35  ～16:30
②     20:30～22:20

アルプススタンドのはしの方

予告なし

① 16:40  ～18:00
② 21:05  ～22:20

① 16:45  ～18:10

19:00～21:00予告なし

日替り
上映

僕が飛び跳ねる理由

裏アカ
①09:10 ②13:00 ③18:55 

19:15 

1（木）
で終了

休
映

1（木）
で終了

休
映1（木）

で終了

休
映1（木）

で終了

２（
金
）の
み

一部のみ掲載
最新情報は、
劇場サイトへ

▼

予告なし②     20:45～22:25

予告なし②     20:55～22:10

22（月）～

22（月）～



叫び声／わたしは元気
異能・渡辺紘文監督特集  -大田原愚豚舎の世界 VOL.2-

映画監督・渡辺紘文と映画音楽家・渡辺雄司の
兄弟によって2013年に旗揚げされた“大田原愚
豚舎”。故郷・栃木県大田原市を拠点に活動し、
ほぼ毎年1本以上のペースで精力的に作品を発
表してきた。今回は新作となる「叫び声」「わたし
は元気」を中心に８作品を日替わりで上映！

作品詳細は
別チラシへ

¥ C

3/20（土）～

3/26（金）

１週
限定

A 『叫び声』（75分）＋『わたしは元気』（60分）　B 『普通は走り出す』（109分）
C 『地球はお祭り騒ぎ』（116分）　　　　　　  D 『プールサイドマン』（118分）
E 『七日』（111分）　　F 『そして泥船はゆく』（88分）＋『八月の軽い豚』（42分）

期間中
イベント予定
※詳細は近日決定

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。
・レイト指定回は（C）料金となります

バリアフリー上映情報
目や耳が不自由な方も映画を一緒に楽しめます

● ジャック＆ベティサロン 支配人・梶原を囲む交流会
  4/1（木）14:30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。

変わりゆく世界に生きるある大家族の四季

春江水暖 しゅんこうすいだん

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]

¥ A春江水暖 Dwelling in the Fuchun Mountains

2/27（土）～

3/19（金）

(C)2019 SHANGRILA FILMS LLC. All Rights Reserved

同性婚をめぐる家族の大騒動を描くコメディ！

天空の結婚式

ニューヨークでロングラン上演された舞台を、
イタリアで映画化したコメディ。同性婚をテー
マに、男性カップルとそれを受け入れられない
親世代のギャップが巻き起こす騒動を描く。
[監] アレッサンドロ・ジェノベージ
[出] ディエゴ・アバタントゥオーノ、モニカ・グェリトーレ
[2018年/イタリア/90分/ミモザフィルムズ/DCP]

¥ APuoi baciare lo sposo

3/13（土）～

3/26（金）

(C)Copyright 2017 Colorado Film Production C.F.P. Srl

大金を巡り、豪華キャストが衝突するサスペンス

藁にもすがる獣たち

曽根圭介による同名小説を、韓国の豪華キャ
ストで映画化したクライムサスペンス。偶然発
見された大金の入ったバッグを巡って、欲望に
駆られた人々が激しくぶつかり合う様を描く。
[監] キム・ヨンフン
[出] チョン・ドヨン、チョン・ウソン、ペ・ソンウ
[2020年/韓国/109分/クロックワークス/DCP]

¥ ABeasts Clawing at Straws

3/27（土）～

終了未定 

Copyright (C) 2020 MegaboxJoongAng PLUS M & B.A. ENTERTAINMENT 
CORPORATION, ALL RIGHTS RESERVED.　(C)曽根圭介／講談社

運命（行き先）不明、死のドライブが始まる

ヒッチャー ニューマスター版

『ブレードランナー』のルトガー・ハウアーが恐怖
の殺人鬼を演じ、クリストファー・ノーラン、J・Jエ
イブラムスらも絶賛する傑作サイコ・スリラーを
35年ぶりにHDニューマスター版でリバイバル。
[監] ロバート・ハーモン
[出] ルトガー・ハウアー、C・トーマス・ハウエル
[1986年/アメリカ/97分/アンプラグド/DCP]

¥ AThe Hitcher

3/20（土）～

4/1（木）

(C)Filmverlag Fernsehjuwelen. All rights reserved.

男はその日なぜ、大統領を暗殺したのかー？

KCIA 南山の部長たち

1979年に韓国の朴正煕大統領が中央情報部
部長キム・ジェギュに暗殺された実話を基に映
画化した実録サスペンス。愛国心と野心との
間で揺れ動くキム部長をイ・ビョンホンが熱演。
[監] ウ・ミンホ
[出] イ・ビョンホン、イ・ソンミン、クァク・ドウォン
[2019年/韓国/114分/クロックワークス/DCP]

¥ AThe Man Standing Next

3/6（土）～  

3/19（金）

(C)2020 SHOWBOX, HIVE MEDIA CORP AND GEMSTONE PICTURES ALL RIGHTS RESERVED

“普通”の君と自閉症の僕、未来はつながる

僕が跳びはねる理由

自閉症を抱える作家・東田直樹が13歳の時に
執筆したエッセイをもとにしたドキュメンタリー。
世界各地の自閉症の子供たちや家族たちの
証言から、普通とは何か、会話の大切さを描く。
[監] ジェリー・ロスウェル
[2020年/イギリス/82分/KADOKAWA/DCP]

¥ AThe Reason I Jump

4/2（金）～  

終了未定 

(C)2020 The Reason I Jump Limited, Vulcan Productions, Inc., The British Film Institute

冤罪か、有罪か。真実は二重の歪みにひそむ

私は確信する

ヒッチコック狂による完全犯罪として世間を騒が
せた未解決事件を基にしたサスペンス。スザン
ヌが忽然と姿を消し、夫である大学教授のジャッ
クが彼女を殺した容疑で裁判にかけられて…。
[監] アントワーヌ・ランボー
[出] マリナ・フォイス、オリビエ・グルメ、ローラン・リュカ
[2018年/フランス他/110分/セテラ・インターナショナル/DCP]

¥ AUne intime conviction

3/20（土）～

終了未定 

(C)Delante Productions - Photo Severine BRIGEOT

・ ヨコハマらいぶシネマによる音声ガイド付き上映：
　『佐々木、イン、マイマイン』 3/6（土）・7（日）・8（月）・12（金）16:00 回、3/13（土）16:10 回
　 ※感染症対策のため、誘導サポート、お茶会はございません。※ラジオ貸出あり。

現代に生きる葛藤や欲望を赤裸々に描く

裏アカ 【R15＋】

SNSの裏アカウントを通して出会う男女を通し、
現代に生きる者が抱える葛藤や欲望を赤裸々
に描いた人間ドラマ。裏アカウントにハマってい
く主役を「火口のふたり」の瀧内公美が演じる。
[監] 加藤卓哉
[出] 瀧内公美、神尾楓珠、市川知宏、SUMIRE 
[2020年/日本/101分/アークエンタテインメント/DCP]

¥ A

4/2（金）～  

終了未定 

(C)2020映画「裏アカ」製作委員会

被災地で声を届けたラジオ・パーソナリティの物語

空に聞く

震災後の陸前高田市で、災害FMのパーソナリ
ティを務めた女性を追ったドキュメンタリー。町
の復興の様子を交えながら、地域住民たちの声
をラジオを通じて届ける日々を綴る。
[監] 小森はるか
[出] 阿部裕美 
[2018年/日本/73分/東風/DCP]

¥ A

3/20（土）～

4/1（木）

(C)KOMORI HARUKA

3.11から10年―。危うい真実がここにある

太陽の蓋
＜90分版・バリアフリー日本語字幕版＞

2011年3月11日からの5日間を、原発事故の真
相を追う新聞記者を中心に、当時の政権や官
邸内部、市井の人の姿をリアルに再現したドラ
マ。90分に再編集されたバージョンで再公開。
[監] 佐藤太
[出] 北村有起哉、袴田吉彦、中村ゆり、郭智博 
[2016年/日本/90分/Palabra/ブルーレイ上映]

¥ A

3/20（土）～

4/1（木）

(C)「太陽の蓋」プロジェクト/ Tachibana Tamiyoshi

輝けない私たちの ちょっとだけ輝かしい特等席

アルプススタンドの
はしの方

全国高等学校演劇大会で最優秀賞を受賞し、
全国の高校で上演され続けている戯曲を城定
秀夫監督が映画化。高校生4人がアルプスス
タンドで繰り広げる1シチュエーション会話劇。
[監] 城定秀夫
[出] 小野莉奈、平井亜門、西本まりん、中村守里
[2020年/日本/75分/SPOTTED PRODUCTIONS/DCP]

¥ C

3/27（土）～

4/2（金）

１週
限定

(C)2020「On The Edge of Their Seats」Film Committee

驚きの展開が待つドラマティック・ドキュメンタリー

レンブラントは誰の手に

巨匠画家レンブラントを巡る人々の情熱を捉え
たドキュメンタリー。レンブラントの絵画を所有
する家に生まれた若き画商が彼の新たな作品
を発見するが、思いもよらぬ横やりが入って…。
[監] ウケ・ホーヘンダイク
[出] ヤン・シックス、エリック・ド・ロスチャイルド
[2019年/オランダ/101分/アンプラグド/DCP]

¥ AMy Rembrandt

3/13（土）～

4/2（金）

(C)2019DiscoursFilm

[監] 三澤拓哉
[出] 守屋光治、中崎敏、森優作、永嶋柊吾  
[2019年/日本・香港・韓国/79分/イハフィルムズ/DCP]

三澤拓哉最新作。不可思議な湘南映画誕生

ある殺人、落葉のころに

「3泊4日、5時の鐘」の三澤拓哉が、神奈川県大
磯を舞台に描く長編第2作。生まれ育った町で
気ままなに暮らす土建屋の４人だったが、恩師
の死をきっかけにその友情関係が崩れていく。

¥ A

3/20（土）～

4/2（金）

(C)Takuya Misawa & Wong Fei Pang

文豪ディケンズの半自伝的傑作小説の映画化

どん底作家の人生に幸あれ！

イギリスの文豪チャールズ・ディケンズの自伝的
傑作小説を、『スターリンの葬送狂騒曲』のアー
マンド・イアヌッチ監督が映画化。不遇な幼少期
を過ごした作家の波乱に満ちた半生を描く。
[監] アーマンド・イアヌッチ
[出] デヴ・パテル、ピーター・キャパルディ、ヒュー・ローリー
[2019年/イギリス、アメリカ/120分/ギャガ/DCP]

¥ AThe Personal History of David Copperfield

3/20（土）～

4/2（金）

(C)2019 Dickensian Pictures, LLC and Channel Four Television Corporation

原発推進派の科学者が挑む核のごみ問題

地球で最も安全な
場所を探して

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] 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]

¥ AJourney to the Safest Place on Earth

3/6（土）～  

3/19（金）

x

愛おしくもほろ苦い、 フランス流家族ドラマ

ハッピー・バースデー
家族のいる時間

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。
[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]

¥ AFete de famill

3/6（土）～  

3/19（金）

(C)Les Films du Worso

ついに明かされるタブー、その真実とはー?

イルミナティ
世界を操る闇の秘密結社

「天使と悪魔」や「アイズ ワイド シャット」をはじ
め、数々の小説や映画で描かれてきた謎の秘
密結社イルミナティ。その隠された真相に、貴
重な資料や証言を元に迫るドキュメンタリー。
[監] ジョニー・ロイヤル
[2019年/アメリカ/76分/TOCANA/DCP]

¥ AIlluminated

3/20（土）～

4/1（木）

(C)Praetorian Motion Pictures

国家の弾圧、若者たちの抵抗。衝撃と怒りの２８分

香港画

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。
[監] 堀井威久麿
[2020年/日本/28分/DCP]

¥ 特

2/27（土）～

3/12（金）

(C)MiekoHarada

¥ 一般1,300円、学生・会員・シニア1,100円

「漂流ポスト」を題材に心の蘇生を描く物語

漂流ポスト

亡くなった最愛の人への想いを届けるため、震
災の被災地・岩手県陸前高田市の山奥に建
つ実在の漂流ポストをモデルにしたドラマ。
[監] 清水健斗　　[出] 雪中梨世、神岡実希、中尾百合音
[2018年/日本/30分/アルミード/DCP]

¥ 特

3/20（土）～

4/2（金）

(C)Kento Shimizu

¥ 一律1,000円
[監] 上西雄大
[出] 上西雄大、小南希良梨、古川藍、徳竹未夏  
[2019年/日本/117分/渋谷プロダクション/DCP]

少女を地獄から救ったのは、人間のくずだった

ひとくず
【アンコール上映】

虐待されて育った主人公が同じ立場の少女を
救おうとする姿を描くドラマ。劇団テンアンツ主
宰の上西雄大が監督、脚本、主演を務め、ミラノ
国際映画祭グランプリ＆最優秀男優賞を受賞。

¥ A

3/13（土）～

3/19（金）

(C)上西雄大

１週
限定

3/20（土）
18:25

21（日） 22（月） 23（火）24（水） 25（木）26（金）
A B C D E F A

孤立する二人が静かな時間を狂わせていく

テロルンとルンルン

岡山天音と小野莉奈がW主演したドラマ。実
家のガレージに引きこもっている青年・類は、
窓を隔てて聴覚に障害を持つ高校生・瑠海と
出会う。ふたりは窓越しに交流を深めるが…。
[監] 宮川博至
[出] 岡山天音、小野莉奈、川上麻衣子、西尾まり
[2018年/日本/49分/SPOTTED PRODUCTIONS/DCP]

¥ C

3/27（土）～

4/2（金）

x

１週
限定

スター洋画声優だった夫婦の第2の人生はー？

声優夫婦の甘くない生活

ソ連からイスラエルに移民してきたスター声優
夫婦の第2の人生を描いたイスラエル製ヒュー
マンドラマ。監督自身の体験をもとに、海を渡っ
たロシア系ユダヤ人のリアルな姿を描き出す。
[監] エフゲニー・ルーマン
[出] ウラジミール・フリードマン、マリア・ベルキン
[2019年/イスラエル/88分/ロングライド/DCP]

¥ AGolden Voices

3/27（土）～

終了未定 

X

青春のきらめき、愛おしくも戻らない日々への哀愁

佐々木、イン、マイマイン

俳優を志して上京しながらも、鳴かず飛ばずの
日々を送る三谷。高校の同級生との再会を機
に、当時の絶対的な存在だった佐々木の記憶
が蘇って…。新鋭・内山拓也監督の青春映画。
[監] 内山拓也
[出] 藤原季節、細川岳、萩原みのり、遊屋慎太郎
[2020年/日本/119分/パルコ/DCP]

¥ A

3/6（土）～  

3/19（金）

(C)映画「佐々木、イン、マイマイン」

音声ガイド付き
上映あり
音声ガイド付き
上映あり

ホロコーストを生き延びた２つの孤独な魂ー

この世界に残されて

ナチスにより約56万人ものユダヤ人が虐殺さ
れたと言われるハンガリー。ホロコーストで心に
深い傷を負った孤独な男女が、年齢を超え、互
いに寄り添いながら希望を見いだす姿を描く。
[監] バルナバーシュ・トート
[出] カーロイ・ハイデュク、アビゲール・セーケ、マリ・ナジ
[2019年/ハンガリー/88分/シンカ/DCP]

¥ AAkik maradtak

3/20（土）～

終了未定 

(C)Inforg M&M Film 2019

猟師の暮らしに700日密着したドキュメンタリー

僕は猟師になった

2018年にNHKで放送された番組の取材ス
タッフが300日追加取材した劇場版。池松壮
亮のナレーションを加え、命と向き合う漁師の
姿から真の豊かさとは何かを問いかけていく。
[監] 川原愛子
[出] 千松信也
[2020年/日本/99分/リトルモア、マジックアワー/DCP]

¥ A

3/20（土）～

3/26（金）

x

１週
限定

3/20（土）21（日）
舞台挨拶あり
※詳細はイベント欄

3/6（土）
トークショーあり
※詳細はイベント欄

3/7（日）
舞台挨拶あり
※詳細はイベント欄


