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タムくん工コバッグ(全員)+下記から 1 点をセレク卜(先着限定)

1.富士急ハイランドフリーパス (10名様)

2. タイレストラン・ティーヌン15周年記念

レアものフィギュア (10名様)

3. 一般上映作品海外版プレスシート(10名様)

4. 一般上映作品海外版ポスター(30名様)

※特別上映作品はスタンプラリーの対象となりません

全作品スタンプラリー

「タイの台所のタイグリーンカレーセットJ(全員)+

タタ・ヤンorトンチャイのCDCどちらか 1 点) (全員)

graniphX タイ式シネマ女パラダイス

コラボTシャツ発売決定!
デザイン丁シャツストアgraniphとタイ式シネマ*パラダイスによる

タムくんイラスト・コラボレーシヨンTシャツの発売が決定!限定

1 ，000枚なので、お早めに!

販売場所:シネマー卜六本木、 graniph各店舗

graniphコラボTシャツ+前売券のお得なセット販売!

1 回券￥1 ，300+Tシャツ￥2，500==￥3，800→￥3，500(300円引き1)

5回券￥5，000+Tシャツ￥2，500==￥7，500→￥7，000(500円引き1)

※発売日・セット販売などの詳細は「タイ式シネマ女パラダイス」

オフィシャルHP及び、 graniph HP(http://www.graniph.com/) で、

Desion
I語、 irIS 1 ¥/ ~
Store_ 1 盟理シンハービ-)レはタイ式シネマ*パラダイスを応援しています!
gran刷、自

信ゆ一応酬 ~ ~~-- - --~
黙卜六本木シネマー卜新宿にて絶賛発売中 I 戸時 !I §.31(Sat)ω7.~
1固執3ω15回券￥5，ωoc￥1 ，OOOX5枚)(税込) ・ I~.·i~hll ""・..，，~-- ~ -..~
※タムくんイラスト入りポストカードをプレゼント(先着限定)! 劇場前売特典ポストカード

チケットぴあ 41おより日時指定券のプレリザーブ、5/10より一般発売開始!

1回券￥1 ，300/5回券￥5，ωoc￥1 ，ωOX5枚)(税込) (pコード 479・421)

日時指定券￥1 ，3ω(税込) (pコード 554・205)

※日時指定券対象作品:舞台挨拶付作品、特別上映作品

当日券:一般￥1 ，800/大高￥1 ，500/中小シニア￥1 ，000

特別上映作品は￥1 ， 300均一(サービスデーなどの当日割引の適用はございませんが、前売券は使用可能です)
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シマ-ト・イランド in 才、

シネマート六本木タイランド化計画!
劇場に一歩足を踏み入れるとタイカレーの匂いが!映画祭期間中

はタイのスナックやドリンクをはじめ、タイの食材から本、 CD、民族

衣装まで様々なタイのグツズを劇場で販売いたします。開催初日

(5/31) にはタイのスターによる舞台挨拶&タイ王国大使館主催の

パーティーで、思う存分タイの気分を味わえる日本初の映画館タ

イランド化計画進行中!

アート EXHIBITION
『インビジブル・ウエーブ、』の脚本家プラープダー・

ユンがタイ式シネマ女パラダイスのために特別に

手掛けた新作ペインテイング8作品、また世界が絶

賛する映画監督ペンエーグ・ラツタナルアーンが

世界中で、撮った写真などタイの気鋭クリエイター

によるアートもシネマート六本木にて展示。この機
1 ぷ智 ~~..ν坑九

会を見逃すなかれ! 1￡X 笠笠:
ペンエーグ・ラッタナルアーンの写真

平日は毎日お得なサービスデー
男性￥1 ，000均一 ゲストによる舞台挨拶&トークイベント情報…

※全てのゲストイベントはチケットぴあにて日時指定券¥1 ，300発売! (4/26~5/87レリザーノ、凶10一般発売)

女性￥1 ，000均一 ※下記のゲストやイベント内容などは変更になる場合がございます

師事E悶理問貫通おいしいタイFood orDrink 来場者全員プレゼ、ント・・
『ミー・マイセルフ私の彼の秘密』

〈タイの台所からタイエビせん/ピーケイサイアムからマリーのフ 5月 31 日 11 :00&6月 1 日 15:50と 18:40 舞台挨拶

ルーツドリンク/ヤマモリからタイチキンレッドカレー〉どれがもら 主演俳優アナンダ・エヴ、アリンハム+監督

えるかは来てのお楽しみ!
『メモリー~君といた場所--~

5月 31 日 13:45 &6月 1 日 11 :00 舞台挨拶

『アルティメット・エージェント』

6月 1 日 13:30 舞台挨拶

出演女優ポーラ・テイラー

WWorldlyDesires~( アピチヤツポン・ウィーラセタクン監督特集)

6月 3 日 19:00 ゲストトーク

長谷川祐子[東京都現代美術館事業企画課長 J( 予定)

6月 14 日 13:45 ゲスト対談トーク

ローラン・ク、ナシア[アートディレクター JX 鈴木朋幸[アート映画プロデユーサー]

WTotalBangkok~+CM 集(ペンエーゲ・ラツタナルアーン監督)

6月 14 日 16: 15 ゲストトーク

吉岡憲彦[国際交流基金]

6月 20 日 19:00 ゲスト対談トーク

タムくんエコパツグ 品川亮[スタジオ・ボイス編集長 JX 志村彰洋[フリー・ライター]

WNavinsofBollywood~ 幽寂郷訴京理
(監督/アーテイスト:ナウィン・ラワンチャイクン)

6月 21 日 16:30

ナウイン氏本人によるアーテ川・トーク 自架空間 wood

『デック子どもたちは海を見る』

NPO 地球市民 ACT かながわ ITPAK ゲストトーク

6月 6 日 19:00 伊吾田善行[事務局長]

7月 6 日 18:40 近田真知子[代表]
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を目れば栂楽ハツヒ一気刀. .....
BT 万の網戸ヲれからや?七位ノミラダイス・ムービー!

ハリウッドや国際的な映画祭で注目を浴びるタイ映画。肉体の極限を超えたア

クシヨン『マッハ !JJ の興奮、Ir THE EYEJJ の恐怖を記憶している方も多いはず。

そんなタイ映画の魅力を一気に紹介するのが、この《タイ式シネマ女パラ夕、イ

ス》です。王族の監督が手掛け大ヒットを記録した桁違いなスケーノレの歴史大

作『キング・ナレスワン』シリーズ、注目のイケメン俳優アナンダ主演のラブス

トーリー『ミー・マイセノレフ私の彼の秘密』、『マツノ、 !JJ のトニー・ジャーも出演の

アクション大作『アノレティメツト・エージェント』など、タイの最新の大ヒット作に

加え、国際的に賛辞を浴びるアピチヤツポン・ウィーラセタクン監督の特集上映

など、魅力溢れるタイ映画の世界をスクリーンで存分に体感してください。

キング・ナレスワン序章 ~
~アユタヤの若き英雄誕生~

英題: KINGNARESUANPART1(2007年/167分/カラー)

監督:チャートリーチヤルーム・ユコーン

出演:プラッチヤナー・サナンワッタナーノン、ジラユ・ラオーンマ二ー

タイ三大王のひとりであり、ムエタイ王や救国の英雄と言

われているアユタヤ王朝21代国王ナレスワン大王の生涯

を描いた歴史大作3部作の序章。その誕生、父がビ、ノレマとの

戦いに敗れ、実質的な人質としてピ、jレマに囚われていた

日々など、ナレスワン大王の幼少期を描いてし 1 く。タイ史上

最高の制作費を投入し、 3年という撮影期間をかけた壮大

なスケーノレの大ヒット作。

キング・ナレスワン 位話量9
~アユタヤの勝利と栄光~

英題:附NG NARESUANPART2(2007年/169分/カラー)

監督:チャートリーチヤルーム・ユコーン

出演:ワンチヤナ・サワツディ一、ノパチヤイ・チヤイヤナーム

『キング・ナレスワン序章~アユタヤの若き英雄誕生""'~に

続く、歴史大作3部作の第2部。ミヤンマーに掌握されてい

たアユタヤ王朝の独立を勝ち取るまでのナレスワン大王が

国の英雄となっていく姿を描いていく。壮大なセット、圧倒

的な戦闘シーンなど見所も満載。日本人には山田長政の登

場も気になるところ。前作を超え、これまた桁違いのタイ映

画史上最大のヒットを記録。

アルティメツト・エージェント --
英題:THEBODYGUARD2(2007年/95分/カラー)

監督:ペットターイ・ウォンカムラオ

出演:ペットターイ・ウォンカムラオ、ノンヌット・ソンブーン

テロリストの捜査のためにタイへと潜入した機密捜査員。

彼はその組織の隠れ蓑であるレコード会社のオーデ、イシヨ

ンを受け、歌手デビュー。しかもデビュー曲が大ヒットし、

スーパースターとなってしまう・・・。人気コメディ俳優がアク

ションに体当たりしたタイ式が爆発のアクション巨編|

『マッハ uの卜ニー・ジャーの特別出演も見逃せない。

ヌーヒンバンコクヘ行く EZf.I・
英題:NOOHINTHEMOVIE(2006 年/99 分/カラー)

監督:コムグリツト・ドウリーウィモン

出演:ルンラーワン・トーナホンサ一、コツチャコーン・スパ力一ンキツジャクン

田舎での貧乏暮らしを捨て、バンコクへとやって来た少女

ヌーヒン。幸運にも、お金持ちの姉妹にメイドとして雇われ

たヌーヒンは持ち前の性格から様々なトラブ、ルを起こして

しまうヌーヒンのルックスとキャラクターに魅了される

こと間違いなしの抱腹絶倒コメディ。日本の「ちびまる子

ちゃん」的なタイの国民的な大人気コミックの映画化。

キング・ナレスワン序章~アユタヤの若き英雄誕生~

アルティメット・エージエント

シチズン・ドッグ

TotalBangkok+CM 集 回国

キング・ナレスワン~アユタヤの勝利と栄光~

ヌーヒンバンコクへ行く

NavinsofBollywood 回国

ブリスフト・ユアーズ 国

キング・ナレスワン~アユタヤの勝利と栄光~

ヌーヒンバンコクへ行く

アルティメット・エージェント

メモリー~君といた場所~

キング・ナレスワン~アユタヤの勝利と栄光~

メモリー~君といた場所~

アルティメット・エージェント

ヌーヒンバンコクへ行く

キング・ナレスワン~アユタヤの勝利と栄光~

ミ一・マイセルフ私の彼の秘密

アルティメット・エージェント

メモリー~君といた場所~

メモリー~君といた場所~

真昼の不思議な物体 国

トロピカル・マラディ 固

シチズン・ドッグ

メモリー~君といた場所~

アイアン・プツシーの大冒険 因

ブ、リスフリー・ユアーズ 国

シチズン・ドッグ

メモリー~君といた場所~

キング・ナレスワン序章~アユタヤの若き英雄誕生~

セルラー・シンドローム

シチズン・ドッグ

ミー・マイセルフ私の彼の秘密

シチズン・ドッグ

ヌーヒンバンコクへ行く

セルラー・シンドローム

ミ一・マイセルフ私の彼の秘密

シチズン・ドッグ

タムくん短編アニメ集 固

デック子どもたちは海を見る 回国

ミー・マイセルフ私の彼の秘密

ヌーヒンバンコクへ行く

キング・ナレスワン序章~アユタヤの若き英雄誕生~

キング・ナレスワン~アユタヤの勝利と栄光~

→ゲスト登場/居→特別上映作品
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アルティメット・エージェント

ヌーヒンバンコクへ行く

ミー・マイセルフ私の彼の秘密

メモリー~君といた場所~

WorldlyDesires

ヌーヒンバンコクへ行く

ミー・マイセルフ私の彼の秘密

メモリー~君といた場所~

アルティメット・エージェント

ヌーヒンバンコクへ行く

ミー・マイセルフ私の彼の秘密

メモリー~君といた場所~

デック子どもたちは海を見る 回国

シチズン・ドッグ

キング・ナレスワン序章~アユタヤの若き英雄誕生~

キング・ナレスワン~アユタヤの勝利と栄光~

ヌーヒンバンコクへ行く

シチズン・ドッグ

キング・ナレスワン序章~アユタヤの若き英雄誕生~

キング・ナレスワン~アユタヤの勝利と栄光~

ミー・マイセルフ私の彼の秘密

トロピカル・マラデイ

WorldlyDesires

TotalBangkok+CM 集

セルラー・シンドローム

アイアンプツシーの大冒険 因

真昼の不思議な物体 国

タムくん短編アニメ集 国

シチズン・ドッグ

セルラー・シンドローム

キング・ナレスワン序章~アユタヤの若き英雄挺生~

アルティメット・エージヱント

シチズン・ドッグ

セルラー・シンドローム

19:00

11:00

13:25

16:10

19:00

11:00

13:25

16:10

19:00

11:00

13:25

16:10

19:00

11:00

13:05

16:20

19:35

上映スケジュール全席指定/各回入替制

11:00 ミーマイセルフ私の彼の秘密 固い 11:00

13:45 メモリー~君といた場所~ 図 R/ 14:25

16:15 シチズンドッグ -17201615

18:40 タムくんライブ

11:00 メモリー~君といた場所~

13:30 アルティメツト・エージェント

15:50 ミー・マイセルフ私の彼の秘密

18:40 ミー・マイセルフ私の彼の秘密

11:00 ヌーヒンバンコクへ行く

13:25 ミー・マイセルフ私の彼の秘密

16:10 メモリー~君といた場所~

※上映時間、ゲストイベントの内容は変更になる場合がございます。

※開場は各国上映開始の 15分前となります。混雑が予想されますので、お早めにご入場下さい。
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ペンエーグ・ラッタナルアーン監督
~Total Bangkok Jl +CM 集(英語字幕のみ)

『インビジプ、 jレ・ウェーブ '~W 地球で最後のふたり』などの作

品で世界的な評価を獲得しているペンエーグ・ラッタナル

アーン監督がナイキのスポンサーで作ったバンコクのスト

リート・サッカーチームを捉えたノミッション溢れる短編ド

キュメンタリー WTotal Bangkok~(2006 年/22 分/カラー)

と彼の手がけた eM 集(約 9分)をゲストトークっきで上映!

提供:ベンエーグ・ラッタナルアーン

シチズン・ドッグ
英題: CITIZENDOG(2004 年/99 分/カラー)

監督:ウィシット・サーサナテイアン

出演:マハーサムツト・ブ、ンヤラック、セーントーン・ゲートウートーン

誤って人差し指を切り落とし、缶詰にしてしまったポッドは

スーパーマーケットで指を探し続ける日々。指に再会した

彼は不思議な女の子ジンと出会い恋に落ちる。彼女のそば

にいたいために職を転々とするポッド。そして、告白を決意

するが-一。『怪盗ブラック・タイガ、ー』で注目を浴び、リュック・

ベツソンが賛辞を送る監督のタイ版『アメリ』ともいうべき、

ファンタジックなラプ、ストーリー。

~Navins ofBollvwoodJl(2 鵬年 /11 分/カラー)

上映&アーティス卜・トーク

日常の風景にアートを取り込むプロジェクトで注目される

タイ人アーテイス卜ナウィン・ラワンチヤイクン。そんな彼の

魅力が満載された、インド映画的世界でインド旅行を描い

た抱腹絶倒のビ、デ、オ作品 WNavins ofBollywood~ の上映と

ナウィン氏自身によるアーテイス卜トークを開催。

チャリティー上映
『デック子どもたちは海を見る JJ (2 ∞5年/1 ∞分/カラー)

監督:ポップ・アリヤー・チュムサイ/ニサ・コンスリ

タイ北部山岳民族の村の小さな学校に通う子供たちの一年

間を捉えたドキュメンタリー。上映終了後には作品に関する

トークとティーチインも実施。

貧料金の純益 lま「デック基金」として山岳民族の子供たちの就学支援に活用されます。

提供:(特活)地球市民 ACT かながわパ PAK

タイ式シネマ女パラ夕、イス

タムくんライブ
at シネマー卜六本木決定!

日時 :5 月 30 日(金 )21:15 &.5月 31 日(土 )18 減。

価格:￥ 3，5∞(税込)

前売券:チケットぴあにて発売! (p コード 554 ・205)

4/26 よりプレリザーブ、 5/10 より一般発売

イラスト by タムくん(ウィスツト・ポンニミット)

『タムくんアニメイエローJl (2006 年 41 分カラー)

熟した甘いマンゴーのようにスイー卜なものを

中心に集めたアニメ集。「雨 Jf 歌手 J ほか全 8作品

『タムくんアニメグリーンJl (2006 年/40 分カラー)

日本に滞在中に作成したアニメの中から酸っばそうなもの

を集めたアニメ集。「女子学校 Jf マーマー J ほか全 7作品

メモリー~君といた場所~ ・歯.
英題 :THE MEMORY(2006 年/105 分/カラー)

監督:へーマン・チエータミー

出演:ラッタブーム・卜ーコンサップ(フィルム)、ポーラ・テイラー

旅行中の交通事故で過去の記憶を失ってしまったスー

ノミースター。山岳民族に助けられ、山中で生活を始めた彼

は偶然、パパラッチの女'性に発見される。彼女はスクープを

ものにしようと彼に近づくが、ふたりは次第に心を通わせ

あっていく。そして、彼の記憶が戻ったときに...。人気歌手

FILM と日本でもモデルとして活躍するポーラ主演、感動の

ラブストーリー。

提供 :SOlmUSIC

日本初公開映像付き(予定)

タムくん短編アニメ集

マンガ家、アニメーション作家、ミュージシャンとし

て、バンコクのポップ力 jレチヤーを賑わし、日本でも

多くのファンを抱えるウィスツ卜・ポンニミット、通称

タムくんの短編アニメーション作品集をスクリーンで

特別上映!そして、二夜にわたりライブも開催!

セルラー・シンドローム ..
英題:VIDEOCLIP(2007 年/79 分/カラー)

監督:パークブーム・ウォンチンダー

出演:パウポン・テープハサディン・ナ・アユタヤ一、ガームシリ・アーシラルートシリ

携帯電話の修理人ケンの退屈な毎日はミーナというシヤイ

な女性に出会うことで大きく変わる。友人から恋人へと関

係を変化していくふたりだが、その頃、ケンの周囲はそれを

見ると死に至るという SEX 動画に取り固まれていた。そし

て、その魔の手はミーナに迫ってくる-一。携帯電話に関連し

た死に至る動画とし、う都市伝説と現代社会の聞に迫った

サイコホラー。

『真昼の不思議な物体』英題: MYSTERIOUSOBJECT 灯 NOON (200)年/回分 /B&W)( 日本語字幕+英語字幕併記)

様々な人物たちが想像力で語る「足の悪い少年と家庭教師の話 Jが生み出す世界。監督の名を世界に

知らしめた長編テ、ビュー作。

『ブリスフリー・ユアーズ』英題: BLISSFULLYYOURS(2002 年/128 分/カラー)

不法就労者の青年を主人公にタイ人女性との共生を独創的な語り口で描いた作品。カンヌ映画祭ある

視点部門グランプリを受賞。

『アイアン・プツシーの大冒険』英題 :THE ADVENTUREOFIRONPUSSY(2003 年/90 分/カラー)

アーテイストマイケル・シャオワナーサイとの共同監督で作り上げた、女装の麗人が歌い、踊るモンドな

西部劇ミュージカル。

『トロピカ Jレ・マラデイ』英題: TROPICALMA 凶DY (2004 年/118 分/カラー)

愛し合う青年たちの日常を捉えた前半と、人が虎になるとしづ伝説を描いたミステリアスな後半で、

様々な解釈可能な不思議な感触の作品。カンヌ映画祭審査員賞を受賞。

Ii'WorldlyDesires Jl英題 :WORLDLY DESIRES(2005 年/40 分/カラー)

ジャングルで映画を撮影するクルーをアピチヤツポンならではの視点で捉えた実験的短編作品。塚本晋

也監督も参加したオムニバス W3 人3色』より。

ミー・マイセルフ私の彼の秘密 ・画・
英題: MEMYSELF(2007 年/117 分/カラー)

監督:ポンパット・ワチラパンジョン

出演:アナンダ・エヴァリンハム、チヤーヤナン・マノーマイサンティパープ

彼氏に振られ、どん底のウムは交通事故を起こしてしまう。

彼女は自分の起こした事故で全ての記憶を失ってしまっ

た男性を責任を感じ引き取ることに。そして時間の経過は

ふたりに新たな関係をもたらしていくが-一。将来を期待さ

れるアジアの俳優として国際的に活躍するイケメン俳優ア

ナンダ主演のミステリアスなラブストーリー。

主催:映画祭実行委員会/提供.国際交流基金、コミュニテイシネマ支援センタ一、山形国際ドキュメンタリー映画祭、全州映画祭也カ:(財)国際文化交流推進健会(エース・ジャパン)

世界が賞賛するタイの鬼才アピチヤツポン・ウィーラセタクン監督特集

素人を多用し、テレビ、ラジオなど日常の様々な要素を活かしながら、ドキュメンタリーとノンフィクションの境

界を行き来する即興性の強い独自の作風でカンヌ映画祭をはじめ、アジアの先鋭的な作品を集めた東京

フィルメツクスなど世界中の映画祭で受賞、絶賛を浴びているタイ映画界の鬼才アピチヤツポン・ウィーラセ

タクン監督。観客に大きな揺さぶりを与え続ける彼の映像世界を一挙公開。


