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ジャック・ペランの患子 ヴァンサン・力ッセルの妹 「女はみん主主生きている」 期待の新星

マチユー・シモネ セシル・力ッセル オレリアン-ウィイクアリス-タグリオ一二

監督・脚本-原作 フランソワ・アルマネ

20021フランス/カラー/シネマスコープ/ドルビー SR/94分
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「好き J の一言を相手に伝えることが

いかに大変で、そして大切か

f恋愛猶予J とは・・・ ト挙

お互いに好きとわかっているのに、ノハ

‘好き'と言い出せない微妙な関係の期間。

t966年パリ。シャルロットは、誕生日パーティーでフィリップを紹介される。出会った瞬

間から惹かれあったこ人は、ダンスをしながらキスを交わした。想いを伝えるには何の

害もないようにみえたこ人だったが、相手を想うあまりに素直になれず、お互いに

そしらぬ素振りをしてしまうのだった。相手の何気ないしぐさや一言に傷ついたり、

怒ったり、自信をなくしていくこ人。感情の迷路に迷い込んでしまい出口が見つからず、

フィリップはナタリーと、シャルロットはマルクと関係を持ってしまう。「好きJの一言を胸の

奥にしまい込み、自分の本当の気持ちに逆らいながら長い長いまわり道をしたシャルロット

とフィリップ。そしてようやく、二人は大切なことを発見する。

好きになればなるほど遠回りしてしまうこ人の不器用な恋愛。そして、いつの時代る変わらない“素直になりたい"と願い、

努力する彼女たちの姿は、あなたに恋する勇気を与えます!

3ω少・60年代に実在した伝説のクラブ“ドラック.ストア"を舞台に、再び脚光を浴びている60's

ファッションや、アレサ・フランクリン、クリーム、オーティス・レテεイング、サム&デイブなどの

ヒットナンバーにのせて贈る甘く切ない恋愛模様。

大人ぶって素直になれないフィリップには、ジヤック・ペランを父に持ち、 rWATARIDOR!J (01)

ではスチールカメラマンとしても参加しているマチュー・シモネ。

フィリップが好きなのになかなか本音が伝えられないシャルロットには、ヴ.ァンサン・カッセル

の妹セシル・カッセルが扮し、複雑な心情をキリリとチャーミングに演じている。またフィ

リップの悪友マルクには、「女はみんな生きているJ(01)でドラ息子を好演したオレリアン・ウィイク。

彼らの幼なじみで大人びた印象のナタリーには、モデルもこなすアリス・タグリオーこが扮して

いる。監督はジ‘ャーナリスト出身で、本作が長編テsビ‘ューとなるフランソワ・アルマネ。誰にも

経験のある膏春の 1 ページを思い起こさせる、この夏一番のうブストーリーが誕生した。

*ヲ~**貴女貴賓肯 60's の全てがここにある!貴女貴女貴賓貴女貴

~，...，劇中挿入曲~

アレサ・フランクリン「チエイン・オブ・フールズj クリーム fサンシャイン・オプ・ユア・ラヴJ

イージーピーツ「わが心の金曜日 J オーティス・レディング fセキュリティ j

サム&デイブ「アイ・サンキュー J … ωtd nw1t,

.'J 中のアイテムたち・
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レノマパリス

B" ・ 1週間-1ヶ月一-15人

0・・・ 1年以上一一一一 8人

F' 一経験なし 一一一 1 人

A"'1ヶ月-6ヶ月一一 61人

c· ・・ 1 日-1週間一一12人

E'''6ヶ月-1年ー- 3 人

2002年/フランス/カラー/シネマスコープ/ドルビーSR/94分

~ 2001.Unecoproduction38Productions, France2Cinema,StudIoCanal.Aveclapa 代icipation de

StudioImages8.FranceTeleviSionsImagesetCanal+Tousdroitsreserves.

擾供:アートポート×エニライツ 留品質:レノマパリス

筋力:クラークスジャパン(徐)、アルタディスジャパン、リーパイ・ストラウスジャパン、レイパン

(株)トラブルアットミル、 J.M. Westo 円、 Zippo ManufacturingCompany 、ユ二フランス東京 後鑓:フランス大使館文化部 配給:アートポート

E---, .-F
出演:マチユー・シモネ/セシル・カツセル/オレリアン・ウイイク/アリス・タグリオーニ | 渋谷・銀座の女性 100 人に両ど了1
監醤:フランソワ・アルマネ
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ア月、恋が始まるロードショー!
特別鑑賞券好評発売中￥ 1.500( 税込)0劇場窓口にでお買い上けの方に、選べる 60年代アイテムを 1 つプレゼント!

食クラークスピンス'セット 女ゴロワーズ灰皿&マッチ女リーパイスストラップ女オリジナルポストカード 事敏に限りがこぎも、ます

F 好きと言えちゃうベアチケット￥ 2 ， 600< 税制な32品E-ソザエティ/選べるオリジナル携帯クリーナー付守男 22
当日・一般￥ 1.800/ 大学生￥ 1 ， 500/ 高・シニア￥ 1.000

会ミニシアタ一回数券もと利用いただけます。合毎週月曜日はカップルお 2人で￥ 2.800 毎週水曜日レディースデー￥ 1.000

**パリ・スペシャル・ナイト開催!貴女
CosmopolitanNightwithlabandedudrugstore

supportedbyGauloises

日時 :6/19 (土) 23:00- 渇所: LaFabrique(渋谷)

OJ:RAREMOODSfromParis(CometRecords)&more

3500(20)13000yer 、 (20) withflyer ョ |・マークシティ4Fを道玄板上方面ヘ進みラジオ局の度手。

TEL:03(5428)5100info:f.tokyo@fabrique.fr (€)) ・道玄姫を上がり道玄緩上交番前受差点を左抗漕麗を左針。
詳細11公式HPIこて; www.lafabrique.jp LA 湖町 19. UE I・井の頭線渋谷駅西口下車、マークシティ沿い領土。


