
JRJII 崎駅西口よりデ、ッキで、直結

話題のラゾーナ川崎プラザに、この9月オープンしました

東忽レクリエーション14番目のシネマコンプレックスで、す
イチマルキュウシネマズ川崎
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r¥ ・DLPデジタルシネマシステム
(DJLP フィルムではなく、デジタル化された映像データを使

C IN E M A" 用して上映しますので、画像をより鮮明にお楽しみい
AlI恥S間1R助刷四百CII/仇師Y

ただけます。

・日本初の全館4Wayスピーカー股置!
KRIX社の4Wayスピーカー採用!

今まで以上につリアで臨場感あふれるサウンドを提供します

・ミニパーフ才レーシヨンスクリーン
輝度が上がり、映像が鮮明にスクリーンに投影されます

リクライニング機能と専用テーブル付のエヴゼワティプ・シートを設置

スタンダード・シー卜もゆったりで、もちろんドリンクホルダー付き

.i良型崩崎直~咽岡敬】山:rot滑雪印凶It-I'li.窓辺聖温・

-・・・・・・E孟章雄副
全作晶ご鑑賞自の5目前か5.入可健!

劇場窓口で事前購入システムがご利用いただけます。
神奈川県川崎市幸区堀川町72-1

ラゾーナ川崎プラザ5F-・ .-(';I~- 理店翠4PJ=HitftQJ定番のポップコーンやホットドッゲに

自然派コーヒーや焼きたてつ口ワッサンで

お迎えいたします

また、シネコンでは109シネマズだけの

ハーゲンゲッツショッブが川崎に出店『

品質にこだわるアイスワリームが

良質シネマ空間にマッチします。

当日チケットカウンターに鍾ぱl'に座席を砲僚できます。

~⑥ 『良・席・予・約J 歯菌璽翠罰置0570-007-109
ltt- Uくは HP をご覧下さい

http://109clnemas.net
*お電 E舌のお鉛け間違いにご注意下さい肯

[ 。 チzーン時配展開してい討..
2006/9/30

υニューアル・オープン

109 シネマズ木場

(東京都)

03-5683-0109

109 シネマズ港北

(神奈川県)

045-948-5151

109 シネマズ MM 横浜

(神奈川県)

045-664-0109

109 シネマズゲランペリーモール

(東京都)

0570-012-109

109 シネマズ富谷 (宮城県) 109 シネマズ佐野(栃木県) 109 シネマズ高崎(群馬県) 109 シネマズ名古屋 (愛知県)

109 シネマズ四日市(三重県) 109 シネマズ明和(三重県) 109 シネマズ箕面(大阪府) 109 シネマズ HAT 神戸(兵庫県)

MOVIL( 神奈川県) ※さらに、この秋 109 シネマズ佐賀オープン!
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事華キャストが激突!

熱い男たちのドラマ

あの名犬ラッシーが.

1帯ってきた!ワンワン!

映画界の破犠王

北村龍平の新たな世界!

TICKETINFORMATION
[発売日] 10/14( 土)

[取扱]電子チケットぴあ 0570 ・02 ・9999(P コード 552 ・514)

※チケット代金は全て税込み価格になります

※自由席作品は満席の場合お立見となります

※指定席作品は指定席券が売切れの場合、当日立見券を販売する予定です

※オールナイト上映は 18 歳未満の方はご入場できませんのでご了承ください

IACCESS
新宿ミラノ 1

東京都新宿区歌舞伎町 1 ・29 ・ 1

新宿駅東口または 813 出口徒歩約 8分

西武新宿駅新宿西口駅 05 出口徒歩約 4分

!11m b間〈全席指定〉前売・当日￥ 1 ， 500 ・
・4 岬喧血肉..,.,

温山E酉E b~l~ <全席指定〉前売・当日￥ 1 ， 800・

{クロージング作品]

ディバーテッド
06/アメリカ/150min(予定)/ワーナー・ブラザース映画

監督/マーティン・スコセッシ

出演/レオナルド・ディカプリオ

マット・テ3イモンジヤック・ニコルソン

マフィアに潜入した警察官vs警察

に潜入したマフィア。因縁で結ば

れた二人の哀しき運命が交差する

時、事態は思わぬ方向ヘー....。豪

華キャストが激突する男のドラマ 1

新宿シネシティ広場もイベントが満載

TOKYO シネフェス期間中、新宿ミラノ 1 前のシネシティ広場にて

上映作品のイベントや映画フォーラム他、様々なイベントの開催を

予定しております!!詳しくは公式HPにて。

※イベントは天候により予告なく変更・中止する場合がございます。

06/日本/158min/提イ共:スーフ。レッ女スl

監督/北村龍平出演/武田真治

すべてを破壊しつくした北村龍平が、原点にもど

り自主制作体制で復活。原作は高橋ツ卜ムの f

短編コミック!豪華キャストたちの競演によって

さらにパワーアッフ。した北村ワールド、が作裂!

LOVEDEATH

盛旦mJiI;間(全席指定〉前売当日￥ 1 ， 500 ・

[ファミリー・プログラム]

名犬ラッシー(吹替版)
05/ アイルランド・イギリス・フランス /100min/ 松竹

監督/チャールズ・スターリッジ

コリー犬のラッシーは売られた先カ=ら、元の飼い

主の少年の所へ帰るため 800 キロの道のりを

走る。 TV ドラマてい放映されて以来、世代を超え

て愛されてきた名作が新作映画でよみがえる。

一ii1H:t日 I|

全世界を震織させた

禁断のベストセラー!

ヒットメーカーたちが贈る

少年たちのアドベンチャー

観客の心に深く刻まれる、

感涙のラブ・ストーリー

温出liEiI;間〈全席指定〉前売・当日￥ 1 ，500 ・

05 アメリカ 95min
製作総指揮 ボビー&ピーター・ファレリー兄弟監督/パリー ·w ・ブ口ウスタイン

出演 ジ.ョニー・ノックスピ・ jレ (r ジ.ヤツカス・ザ・ムービー J)

ス，; ~~)t· オリンピックをお涙ちょうだいで‘なくコメテ gィに描いた心あるブッ飛ひ判 1

盛山.lim圃 g~:i~ <全席自由〉ご招待のみ、詳細は公式 HP にて 森田健作が放っ

[シネフエスおはよう上映会} \、 日本人の心!

lam 日本人

Wm1iII b~::~ <全席指定〉前売・当日￥ 1 ， 500 ・

山EmIl誌::~ <全席指定〉前売・当日￥ 3 ， 500 ・ / 表現規制の現実は?

映画における表現の自由を考えるタベ映画制作の壁に挑戦!
小説、漫画、テレビと映画の表現はどう違うのか?

作品上映に加え、ゲストを招いてアカテ;ミック(?)に考察します。

スキャナー・ダークリー
06 アメリカ 100min/ ワーナー・ブ‘ラザース映画

監督 リチヤード・リンクレイター 出演/キアヌ・リーブス

ロパート・ダウ二一 Jr

未来のアメリカを舞台に、麻薬に溺れた人間達を実写とアニ

メを融合した映像でショッキンク、に描く。

殺しのはらわた(ワールドプレミア)

バフューム
06 フランス・スペイン・ドイツ /147min/

ギャガ・コミュニケーションスご Powered by ヒューマックスシネマ

監督 トム・ティクヴ.ァ 出演/べ・ン・ウィショー

アカデミー賞最有力!スピルパーグ、スコセッシ

らがその映画権を争奪しあった禁断の大ベスト

セラーが遂に完全映画化!未曾有の衝撃が五

感を貫く 1

温山E盟国 b~::~ <全席指定〉前売・当日￥ 1 ， 500

[ファミリー・プログラム]

モンスター・ハウス(吹替版)
06 アメリカ gOmin ソニー・ピクチャース J エンタテインメン卜

監督 ギル・ケナン 製作総指揮/口パート・ゼメキス

スティーヴン・スピルパーグ

ヒットメーカーたちが贈るアドベンチャー・ホラー・

アニメ o 近づいてはならない“噂の恐い家"から、

町を守るために少年たちが立ち上がる。

TheRinger< 原題)

06 日本 30min
製作映画美学校監督/篠崎誠出演/嶋田久作唐橋充黒沢清

動くものは皆殺し!?表現の自由に物申す、鮮血のヴァイオレンス

'上映順は変更になる可能性がございます

ここでしか観られない秘蔵映像の上映+ゲストを招いてのシンポジ‘ウムの予定あり

06 日本 111min/ ギャガ・コミュニケーションス 1

監督 月野木隆出演/森本クリスティーナ

憧れの日本に米国ヵ=らやって来た日系 3世の工

ミ一。しかし彼女の自に映るのは祖父から聞い

ていた日本ではなかった・・・・・・。日本人の誇り、

思いやり、敬意を取り戻したいと訴える作品。

国境の南(原題)
06 韓国 100min/ 角川ヘラルド映画

監督 アン・パンソク出演/チャ・スンウォン

人生に一度だけ訪れる「本当の愛」。南北に

分断する朝鮮半島の現実とともに描き出す極

限のラブ・ストーリー。障壁を越えて語られる愛

のエピソードの数々 は、涙なくしては見られなし \0

、 一一寸

III. 曹官官冨
抽掴且邑岨 Eop·e~ <全席指定〉前売・当日￥ 3 ， 500 ・

由里ヨ;間(全席指定〉前売・当日￥ 1 ， 800 ・

フレディ・マーキュリー没後 15 年

メモリアル・フィルム・コンサート

~QUEEN ROCKINSHINJUKU~

運1!IimI b~:~~ <全席自由〉前売￥ 1 ，000- 当日￥ 1 ， 200 ・

[SKIP シティ国際 Dシネマ映画祭コラポ・プログラム]テ 2ジタルシネマ発信基地が

世界中からテ cジタルシネマを集めた映画祭、 SKIP シティ l送り出す新たな才能

国際Dシネマ映画祭2006とのコラボレーション企画。

コスプレ

大歓迎!

今年は、伝説のロックバンドQUEENのカリスマ・ヴ、オーカリ

スト、「フレテミイ・マーキュ I :J -J が他界して 15年、そして生誕

60周年と記念すべき年。フレテごィの命日にQUEENの『ラ

イヴ・イン・ブダペストJ が迫力満点、の映像で匙る。一日限り

で決行される、フレテsィ追悼ライブ!

※シネシティ広場にフレディ・マーキュリーの献花台が設置されます

※代金の一部をフレテごイ・マーキュリー基金へ寄付させていただきます

※上映の終了時刻は13:20を予定しております

ブレイ
05/チリ・フランス・アルゼンチン/105min/FFORFILM

監督/アリシア・シェルソン

SKIP シティ国際 Dシネマ映画祭 2006 で新人監督賞を受

賞。女性ならではの細やかな描写や台詞まわしが見どころ。

松本大洋の

松本大洋“まるかじり"ナイト問にひたる一晩
コミック界のカリスマ松本大洋の世界に迫るスペシャル上映プ|

ログラム。映画化作品の上映、トークなどイベント盛りだくさん

鉄コン筋クリード ι

デジ POP コンベティション
5分以内、約 10 本のショートムービ‘ー・コンペティション作品

とクリ工イターの招待作品ほかを上映。詳細は公式サイトを。

[招待作品]ユメ十夜・第三夜+スペシャル映像
06/ 日本 /10min+a/ 日活監督・脚本/清水崇原作/夏目激石

東京国際映画祭で、の特別パージ、ヨン上映と連動した、清水

崇監督の最新作。スペシャル映像上映もあり 1

[招待作品]鋼ちゃん

06/ 日本 /11min/ 提供:キンク.レコード、監督/井口昇出演/菜葉菜

清水崇監修のオムニバスホラー『コワイ女 j の一篇からイン

スパイアされた、 1 分X11 本のショートムービ‘ー O

06/ 日本 /111min/ アスミック・エース

監督 マイケル・アリアス

声の出演/二宮和也蒼井優

松本大洋の伝説的コミックを fア二マトリック

ス』のクリ工イタ一、マイケル・アリアスが映像化。

ビンホ。ン

青い春
01/ 日本 /83min/ ゼアリス Jエンターフロライス J

監督/豊田利晃出演/松田龍平新井浩文

高校生たちの日常を描いた青春群像劇。

02/ 日本 /114min/ アスミック・エース

監督/曽利文彦出演/窪塚洋介 ARATA

卓球に青春をかける若者たちの姿を描いた傑作。

一WH1倒|

[シネワニ]

TOKYO シネフェスのナビゲー

ター。映画にまつわる「お楽し

みJ は全部まるかじりにしてし

まう欲張りなキャラクターです。

アメリカから描いた

ご存知!ジェームズ・ホ、ンド!

007 となるまでの生誕秘話

家族の崩犠と再生を

描いたベストセラー映画化!

III. 可官官冨
抽掴且 E岨Eop·e~ <全席指定〉前売・当日￥ 1 ， 800 ・

{オープニング作品]

iK lll. 守宮曹司 15 :4 0 1.Am;.j.l:Je.
ーーーーーーーー oi')e~ <全席およ己〉前売・当日￥ 1 ， 500 ・

in 目

iil8l木偶)

06/ イギリス・アメリカ /140min( 予定)

/、ノ二一・ピクチャース r エンタテインメント

監督/マーティン・キャンベ、ル

出演/夕、二工ル・クレイグ

ジ、工ームズ・ボンドが、どのようにし

て007 になったのか?そして、ボン

ドが愛した運命の女とは?シリー

スヨ 1 作自にして初めて明かされる、

007 誕生の物語。

1)'じゅの

=JI ・I・~酒 18 :4 0 I.Am;.j.l:J
ーーーーーーーー op·e~ <全席お定〉前売・当日￥ 1 ， 500 ・

05 アメリカ 'gOmin ギャガ・コミュニケーションズ Powered by ヒューマックスンネマ

監督/クリス・シェリダンパティ・キム

'?立致'という国家陰謀に巻き込まれてしまった普通の家族。

それから 30 年一娘を取り戻したいという強い思いが、人を、

国を、動かしてし 1く。アメリカ人ジ‘ャーナリストが描いた二ユー

スでは届かない家族愛の物語に心が震える o アカデミー賞

ドキュメンタリ一部門最有力の感動のドキュメンタリー|

めぐみ-引き裂かれた家族の 30 年北朝鮮技致問題

幸福な食車 i 貯宅近
06/ 日本 /108min/ 松什、 J
監督/小松隆志出演/北乃きれ勝地涼

崩壊した家族を健気に支えてきた佐和子の身

に起こる突然の悲劇。しかし皮肉にもその事

故により、家族は再生の道を歩み始める

瀬尾まいこのべ‘ス卜セラ-小説を映画化。

東京国際シネシティフェスティバル 2006
TokYo~' ヲロ

元祖青空シネコン・歌舞伎町シネシティで開催される新しい映画祭、

それが東京国際シネシティフエスティパ Jレ=rTOKYO シネフエス J!

洋邦の最新話題作やオールナイトイベント、新しいクリ工イターを発掘

できるプログラムなど、映画の楽しさを「まるかじり j できる 4日間です。

公式 HP http://ticf.jp/(PC ・携帯)

」竺竺竺竺竺竺竺ーfI\ノ旬、シネシティ広場 |
|赫国際シネシティフヱステイ刈mil|


