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※一部作品でプリントの状態が良くない場合がございます。あらかじめご了承ください。

※出演情報は作品によって異なります。

※終映時間は作品によって異なります。

※マイレージ満点および無料鑑賞券はお使いいただけません。

※ご不明な点は実施劇場へお尋ねください。
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123:00~

JACKRYANNIGHT

ジヤック・ライアン NIGHT

レッド・オクトーパーを追え! [THEHUNTFORREDOCTOBER>

パトリオット・ゲーム [PATRIOTGAMES]

今そこにある危機 [CLEAR ANDPRESENTDANGER>
監督:ジョン・マクティアナン

出j寅:ハリソン・フォード、ショーン・コネリ一、アレック・ボールド‘ウィン、スコッ卜・グレン、サム・ニール、ジェームス'.アール・ジョーンス'

トム・クランシー原作の90年代前半を代表する人気シリーズ「レッド・オクトーパーを追えリ

「パトリオット・ゲームJ r今そこにある危機」のジ‘ヤック・ライアン3部作を一挙上映。

ハリソン・フォードとアレック・ボールド‘ウィンが、どちらも甲乙つけ難い魅力的なジ‘ャック・

ライアンを演じている。ただし、製作順で最初の「レッド・オクトーバーを追えリに関しては、

アレック・ボールドウィンは助演扱いとなり、ラミウス艦長役のショーン・コネリーが主演と

なっている。

宇宙戦艦ヤマト NIGHT Vol.1*.Japaneseonly 124:OO~ E冊、
UCHUSEN κAN YAMATONIGHTVol.1 _圃圃...圃・ E

宇宙戦艦ヤマトく劇場版 >[UCHUS 印刷 NYAMATO GE K. υm ・倒州 、‘“'
さらば宇宙戦艦ヤマト霊の戦士たち [SARABAUCHU SEN κAN YAMATOAINOSENSHITACHI]

原作:松本零士監督:舛回利雄

声の出演:納谷悟朗、富山敬、麻上洋子、伊武雅之、神谷明

ジ‘ャパニメーションの原点にして、アニメ史上に金字塔を打ち立てた伝説の作品。

Vo l. 1 は、 TV シリーズを再構成した「宇宙戦艦ヤマトく劇場版 >J と直接の続篇で、衝撃

のラストに観客を涙させた「さらば宇宙戦艦ヤマトー愛の戦士たち一」の 2本。

映画もさることながら、沢田研二が歌う“ヤマトより愛をこめて"も必聴。

.m‘.120:00~コ.ツドファーザー NIGHT
THEGODFATHERNIGHT

コ.ツドファーザーデジタル・リマスター版 [THE GODFATHER]

コ.ツドファーザー PARTU [THEGOD同THERPART U]

コ.ツドファーザー PARTm [THEGODFATHERPARTm]

監督:フランシス・フォード・コッポラ

出演:マ一口ン・ブランド、アル・パチーノ、ジェームズ・カーン、口パート・デ・二一口、アンディ・ガルシア

ドン・コルレオーネ・ファミリーの光と影を描いた社大な大河ドラマ。

コッポラの代表作で‘あると同時に、映画史を代表する屈指の大傑作シリーズ。

特に PART1 とPART2 は、シリーズものとしては前人未到のアカデミー作品賞 2作連続受

賞という快挙を成し遂げた。

宇宙戦艦ヤマト NIGHTVol.2 一一山 122:00~ ~
UCHUSENKANYAMATONIGHTVol.2 ・・・・・・・・圃・・

宇宙戦艦ヤマト新たなる旅立ち [U CHUS 印刷 NYAMATOARATANARU ・TABIDACH t] 司五斗 F

ヤマトよ永遠に [YA MATOYO-EIENNI]

宇宙戦艦ヤマト完結編 UCHUS 印刷 NYAMATO κANKETSU-HE 川
監督:西崎義展、勝間田具治

声の出演:富山敬、麻上洋子、納谷悟朗、ささきいさお、仲村秀生

TV スペシャル版としてオン工ア、後に劇場公開となった「宇宙戦艦ヤマト新たなる旅立ち J

シリーズ中での評価が高く、また新たな試みがなされた「ヤマトよ永遠に」。

そして初公開時、古代と雪の濃厚なラブ.シーンが話題となった「宇宙戦艦ヤマト完結篇」。

Vo l. 2は、前作の存在自体をなかったことにしたことで賛否両論沸き起こった 3作品を上映。

ジ.ユラシック・パーク [JURASSIC PAR 刈

ロストワールド/ジ‘ユラシック・パーク [LOST WORLD]

ジユラシック・パーク m [JURASSICPARKm]

監督:スティーヴン・スピルパーグ

出演:リチヤード・アッテンポ口一、サム・二一ル、ローラ・ダーン、ジェフ・ゴールドブラム、アリアナ・リチャーズ

70 年代の「ジ‘ョース 1 、 80年代の rE.T.J に並ぶ、 90年代のスティーブン・スピルパーグ

監督の代表作にして、最大のヒットシリーズ。

特に、第 1作は全世界に“ジ、ュラシック"級の衝撃を与え、絶滅した恐竜がまるで生きて

存在しているかのような錯覚さえおこさせてしまう CG を駆使した映像の数々 に、皆を驚

嘆させた。盟友のジョージ・ルーカスがこの映像を観て「スター・ウォーズ」の再開を決意

したのはあまりにも有名な話。
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122:00~

122:00~

年忘れ!シベ超祭り NIGHT

シベ超祭りゆく年くる年 NIGHT
SHIBECHO-MATSURIYUKUTOSHIKURUTOSHINIGHT

シベリア超特急 4 [SIBERIANE-EXPRESS4]

シベリア超特急 5[SIBERIAN ιEXPRESS5]

シベリア超将急 00 ・7[SIBERIAN ιEXPRESSOO ・刀
監督 :MIKE MIZNO
出演:水野晴郎、西国和昭、片岡愛之助 [6代目ト片岡進之介、函僚三恵、中野良子

2006 年、来たる 10 周年は VIRGIN TOHOCINEMAS 六本木ヒルズで迎える。

今までのシベリア超特急シリーズはもちろん、誰が来るのかわからない、何をやるのかわ

からない、本当に当日まで全て謎という長渓 u剛桜島ライブばりの魂の舞台劇が登場する!

2005 年最後を飾り、 2006 年新春を祝うのは、世界 3大祭りーシベ、超祭りーで-間違いなし、 II

TOSHIWASURESIBECHO-MATSURINIGHT

シベリア超特急 1 [SIBERIANE-EXPRESS]

シベリア超特急 2 [SIBERIANE-EXPRESS2]

シベリア超特急 3[SIBERIAN ιEXPRESS3]
監督 :MIKE MIZNO

出演:水野晴郎、かたせ梨乃、菊池孝典、アガタ・モレシャン、シエリー・スェ二一

1996 年、「シベリア超特急」とし、う名の 1本の日本映画が公開された。

たった 1館からスタートしたこの作品は、人から人へと輪が広がり、今や、日本映画を代表

する伝説のカルト映画シリーズとなった。

そして、 2006 年。シベ超は 10 周年を迎える。伝説を神話にするために、「シベ超 J が

VIRGINTOHOCINEMAS 六本木ヒルズに挑む。

fB2iDロード・オブ・ザ・リング聞え NIGHT 120:00~ i四n\
THELORDOFTHERINGSFUKIKAENIGHT ※.J apanese only士ニム二ニニー=

ロード・オブ・ザ・リング(欧嘗版) [THELORDOFTHER川GS] 可巴且~

ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔(吹嘗版 ) [THELORDOFTHERINGSFUTATSUNOTO] 一一

ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還(眼替版) [THELORDOFTHER川GSOHNO 附κAN]
監督:ピーター・ジャク、ノン

出演:イライジャ・ウッド、ヴィゴ・モーテンセン、オーランド・ブルーム、リヴ・タイラ一、イアン・マッケラン

「スター・ウォーズ」をはじめとしたアドヘ oンチャ一作品に多大な影響を与え、世界中の人々

を虜にしてきた「指輪物語 J 01 、 2作目とも作品賞にノミネートされ、 3作目はアカデミー

賞で作品・監督を含む 11 部門にノミネートされ、その全部門を受賞する偉業を成し遂げ

るとともに、受賞数でも「ベン・ハー J rタイタニック J と並ぶ史上最多タイ記録となった。

まさに映画史上最高のトリロジ一作品である。

今回は史上初となる吹替え版のイッキミが実現。

20∞05 F円附|刷NA L! 口-~ド .吋才打ブ.小制ザ小炉刊.什心 lリU :J~'ン

THELORDOFTHE 附NGSSPECαIAL EXTENDEDED印lT1η"/O NNIGHT 二ι一一孟-一...工
ロ-ド.才ブ.ザ.リング (SEE) [TI附HELωORD OFT ，附HER 川GS幻】 可.且~

ロ一ド.オフブ".ザ.リング釦/江ニつの塔 (SEE) [7i問H店'ELωOR即DO俳FTHERINGS:THETWOTOWERS] ¥

ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 (SEE) [THELORDOFTHERINGS:TheReturnoftheKing]

(SEE)= スペシャル・エクステンデット・エディシヨン (SEE) =[SPECIALEXTENDEDEDITIO 川

監督:ピーター・ジャクソン

出演:イライジャ・ウッド、ヴィゴ・モーテンセン、オーランド・ブルーム、リヴ・タイラ一、イアン・マッケラン

「スター・ウォーズ」をはじめとしたアドベンチャー作品に多大な影響を与え、世界中の人々

を虜にしてきた「指輪物語 J 01 、 2作目とも作品賞にノミネートされ、 3作目はアカデミー

賞で作品・監督を含む 11 部門にノミネートされ、その全部門を受賞する偉業を成し遂げ

るとともに、受賞数でも「ベン・ハー J rタイタニック」と並ぶ史上最多タイ記録となった。

まさに映画史上最高のトリロジ一作品である。しかも今回は劇場未公開映像付きのスペ

シャル・工クステンテッド・エディションでの上映となる。

12川~mh
司政

ジ.ユラシック NIGHT

JURASSICNIGHT

スタートレックジ‘エネレーシヨンズ NIGHT

ジヱネレーションス : [GENERATIONS]

ファースト・コンタクト[円 RS1 こCONTAC η

叛乱 [INSURRECTIO N]

ネメシス [NEMESIS]

監督:テ zヴィッド・カーソン

出i寅:パトリック・スチュワート、ウィリアム・シャトナ一、ジ司ヨナサン・フレイクス、ブレント・スピナ一、レヴァ一・バ一トン

「ジ、工ネレーションズ J rファースト・コンタクト J r叛乱 J rネメシス」という新スター・トレツ

ク4部作がついに登場。旧シリーズに比べると知名度ではやや劣るものの、ピカード艦

長を中心とした“ネクスト・ジェネレーション"も面白さでは負けてはいない。

ピカードとカーク、新旧エンタープライズ艦長の夢の競演が実現するのも新シリーズなら

ではの楽しみ。

STARTREKGENERATIONSNIGHT

ハリー · i1t~~- NOON*"a.ana.aDnly 112:00- amt
HARRYPOTTERNOON

ハ…汐炉…一4と賢酷者の何石 (倣欧幡醐替翻版船) 附YP…'DT，川川山T附問附町H店即町E日例P附叩H附l

Jハ1リ一.ポツタ一と秘密の部屋(欧替版) [H刷'ARR肝YP問OT市T百'ER削AN，仰'DT，附'HE“cα}刷例M鵬BE，印'R O俳FS詑EC侃REf，叫S幻]

ハリー・ポッターとアズカバンの囚人(欧替版) [HARRYPOTTERANDTHEPRISONEROFAlKABAN]

監督:クリス・コロンパス

出演:ダニエル・ラドクリフ、ルパート・グリント、工マ・ワトソン、リチヤード・ハリス、マギー・スミス

最新作「炎のゴブ.レット」公開記念の特別企画第 1 弾。「賢者の石 J 203 億、「秘密の部

屋J 173 億、「アズカバンの囚人 J 135 億。

3作連続で興収 100 億突破とし、う未曾有のヒットを記録した映画史上最強のシリース εが

イッキミスペシャルに初登場。 NOON では日本語吹替版を一挙上映。

ハリー・ボツター NIGHT 119:00~ ~
HARRYPOTTERNIGHT 一一一一一一一一

ハリー・ポッターと賢者の石(字幕版 ) [HARRYPOTTERANDTHEPHILOSOPHER'SSTONE] 可也且.，

ハリー・ポッターと秘密の部屋(字幕版 ) [HARRYPOTTERANDTHECHAMBEROFSECRETS]

ハリー・ポッターとアズカパンの囚人(字幕版) [刷 RRY 問問 'R A仰附 EPRISONEROFAI ，刷BA 川

ハリー・ポッターと炎のコブレット(字幕版 ) [HARRYPOTTERANDTHEGOBLETFIRE]

監督:マイク・ニューウェル

出演:ダニヱル・ラドクリフ、エマ・ワトソン、ルパート・グリント、マギー・スミス、口ジャー・口イド=パック

最新作「炎のゴブ、レツ卜」公開記念の特別企画第 2弾。

前夜祭カウントダウン・イッキミとなる今回はなんと最新作「炎のゴ、ブ‘レッ卜」を加えた現

時点の完全なるイッキミとなる。

この 4作品連続上映はもちろん世界初。

ハリ一、ハーマイオニ一、口ンの冒険と活躍、それそ cれの成長をこのイッキミで是非 II

パソコンから"

http://www.tohotheater.jp
携帯電話から~~

ホームページ上で携帯電話やパソコンか 5
http://tcit.jp 上映スケジュールの確認ができます。

義務者~ 03 ・5775 ・6090 顔色川そ円 YT?f!?? ヲAS


