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2009/107 分/監督:シン・ドンイル (SHIN Dong-II)/ 出演:マブブ・アロム、ベク・ジンヒ

女子高生のミンスは、偶然パスに落ちていた財布を拾ったことをきっかけにバンク、ラデシュ人のカリムと

知り合う。カリムは賃金未払いのトラブルをかかえていた……。移民労働者と女子高生のラブストー

リーを通して現代韓国の社会問題にも切り込んだ作品。題名はベンガル頴で「真の友達 J という意味。

『オールド・ボーイ J のチェ・ミンシクが 3年ぶりにスクリーンに復帰、ネパール人の遺骨を届けるために

ヒマラヤの村を訪れ、自己を再発見する男を演じた作品。ヒマラヤの雄大な風景が圧倒的に美しい。

監督は『黒い土の少女 J のチョン・スイル。カルロヴ、イ・ヴ、アリ映画祭コンペティションで、上映された。

自分の容貌に自信が持てなくなっていたヒョジ、ョンは、見違えるように美しくなった同級生カ Eらあるヨガ教室

の存在を知り、 4人の女性たちと共同で訓練を始める。だが、女性たちは次々と奇怪な事件に巻き込まれて

ゆく……。アイドル・グループ SES のユジンが主演したホラー映画。監督は『狐怪談 J のユン・ジ、工ヨン。

Yoga
2009/98 分/監督:ユン・ジェヨン (YUN Jae-yeon)/ 出演:ユジン、チャ・スヨン、パク・ハンビョル

RunningTurtle ※監督来自・
2009/117 分/監督:イ・ヨンウ (LEE Yeon-woo)/ 出演:キム・ユンソク、チョン・ギョンホ

小さな田舎町の刑事ピルソンは、闘牛大会で儲けた金を若い男に奪われる。男は全国に指名手配されて

いる脱獄犯だった。ピルソンは刑事としての、そして男としての名誉をかけて脱獄犯を追う……。 6月に

韓国で公開されスマッシュ・ヒットを飛ばした作品。『チェイサー J のキム・ユンソクが再び刑事役を演じた。

Handphone
2009/130 分/監督:キム・ハンミン (KIM Han-min)/ 出演:パク・ヨンウ、オム・テウン

芸能プロダクションの社長スンミンは携帯電話を、落としてしまう。その携帯には所属女優のスキャンダル映像

が保存されていた。やがて、スンミンは携帯を拾った匿名の男から脅迫を受ける……。携帯電話の様々な

機能を効果的に使ったサスペンス・スリラー O 次々とトラブルに巻き込まれるスンミン役をオム・テウンカず熱演。

。2009 DONGNYUKFILMAllRightsReserved

。2009 UnitedPictures&OPUSPictures.AllRightsReserved

趨照文韓国映画振興委員会委員長

平安寿子の短編小説を『アドリブ・ナイト J のイ・ユンギカ官、映画化。貸した金を返してもらうため、以前つき

合っていた男と一日行動をともにする羽田になるヒロインを描いた作品。洗練された会話のやりとりが大都

市ソウルの様々な風景の中で展開される一種のロードムービー。ベルリン映画祭フォーラム部門で上映。

MyDeαr Enemy
2008/123 分/監督:イ・ユンギ (LEE Yoon-ki)/ 出演:チョン・ドヨン、ハ・ジョンウ

史上最年少の独身大統領チャ・ジ、ウクは前大統領の娘で幼なじ、みのイヨンを愛していた。ある日、ジウクは

イヨンが対立する党のスポークスウーマンになったことを矢口る……。『ガン&トークス J のチャン・ジ、ンが、政界

をユーモラスに描いた作品。チャン・ドンゴンが若き大統領を演じ、る。プサン映画祭オープニング上映。

GoodMorningPresident
2009/131 分(予定)/監督:チャン・ジン (JANG Jin)/ 出演:イ・スンジ‘工、チャン・ドンコ‘ン、コ・ドゥシム、イム・ハリヨン、ハン・チェヨン

韓国映画振興委員会 (KOFIC) は、映画を通して日韓両国の文化交流をすすめることを目的として、

2007 年から韓国映画の新作を紹介するイベント「韓国映画ショーケース」を開催してまいりました。本年

は、日本の優れた映画祭の一つで、ある東京フィルメックスとの共同企画として 11 月21 日(土)から 30 日(月)

で10 日間開催することとなりました。この企画が観客の皆様にとって、映画の選択の幅をより豊かに

場となることを願っております。上映作品には 10 月のフ。サン国際映画祭で、オーフ。ニングを飾った

話題作『グッドモーニング・フ。レジ、デント J をは℃め、韓国の観客から広く支持を受けたヒット作

峡爾祭で賞賛されたインデイベンデント映画まで\様々な意味で 2009 年の韓国映画を代表する

精らしい作品が決定いたしました。会期中にはゲストの来場も予定しております。韓国映画の

れを実感できるこの機会を是非ともお見逃しなく。日本の皆様のご支援とご来場を心より

し上げます。

CastawayontheMoon
2009/116 分/監督:イ・ヘジ‘ュン (LEE Hye-jun)/ 出演:チョン・ジ、ヱヨン、チョン・リョウォン

自殺を図って漢江に飛び、込み、 )11 の中の小島に漂着した男。携帯は電源切れで使えず、全く泳げない男は 酔 F

無人島で自給自足の生活を始める……。ソウルのど真ん中でロビンソン・クルーソーのように生きるという突

拍子もない発想を見事に映画化した話題作。『トンマツコルヘょうこそ J の演技派チョン・ジ、ェヨンが主演。

0570 ・02 ・9999

{購入方法 1

1直接購入 お近くのチケットぴあ店舗、ファミリーマート、サークル Kザンクスにて直接購入。

2. 電話予約 0570-02 ・9999( 音声認議予約)

3.@ 電子チケットぴあ http://t.pia.jp/cinema/cinema.html にて鵬入。
(24 時間宮業※ただしメンテナンス時間を除く)

pia.jp/t

{発売日] 11/3(祝・火) 10:00AM より発売
(コンビニエンスストアも発売初日 10:00AM より発売)

{注意事項}
※ 1 由券の電話予約は 11/18 (水)までです。

※直接購入は 11/19 (木)までとなります。

※営業時間は店舗によって異砿ります。

※コンビニエンスストアでの取り扱い時間は、 23:30 までとなります。

※前売り券の払戻し・交換・再発券はいたしません。

aJ回努(日時指定}各国入替制。自由席。整理番号っき。 -1

[前売券]￥ 1 ，000 [p コード‘ :556 ・749]

チケットぴあにて 11/3( 祝・火)より発売 (-11/19( 木)まで)。

※劇場窓口での前売券取り扱いはありません。

[当日券]￥ 1 ，500 均一

濃町スパル座窓口にて当日 10:00 より発売しま訊

(l 1/22( 日)のみ 11 :00-)
※特別興業のため、当日窓口での各種割引は適用外となります。

。2009 MotionPictures

TheExecutioner ※監督来日予定
2009/98 分/監督:チェ・ジンホ (CHOI Jin-ho)/ 出演:ユン・ゲサン、チョ・ジ、エヒョン、パク・インファン

死刑執行を担当する複数の刑務官たちが直面する苦悩と葛藤を描き、死刑制度の持つ問題点をあぶり出す

意欲作。『悪い男 J なと、キム・ギド、ク作品で知られるチョ・ジェヒョン、元 god のメンバーで、『ピースティ・ボーイズ J

に主演したユン・ゲ、サンらが様々な背景を持った刑務官を演じ、る。プサン映画祭でワールド・プレミア上映。

女チケット情報 ||

-前売努をお買い求めの方ヘ 前売券はチケットぴあで発売します。

※ご購入の際には、 6ケタの Pコード (555 ・749) が必要に砿ります。

また、作品の日時については、チケットご購入の前にブロク.ラムをご確認下さい。

E い6:00-1 C

H 119:00--1E

-有楽町スバル鹿
東京都千代田区有楽町 1 丁目 10番 1 号有楽町ピルヂング2F Tel:03・3212·2826

・交通アクセス:JR有楽町駅日比谷口前

金ヲe
・・・E額融4

0αytime Drinking
2008/116 分/監督:ノ・ヨンソク (NOH Young-seok)/ 出演:ソン・サムドン、タク・ソンジ‘ュン、ユク・サンヨプ

失恋した男を慰めるため、友人たちが男を小旅行に誘う。だが、出発の当日、二日目札、の友人たちは現れず、

男は一人で旅立つ。しかも、知人のロッジを訪ねるはずが、間違って別の山小屋に行ってしまう……。多く

の国際映画祭で、好評を博したコメテ εイ。瓢々としたおかしさが寒々しい冬山の風景の中で展開される。

炎上映スケジュール |l
: .

16:00--1A女 1 16 :0 0- J合 116:00- B い 6:00-1 F 116:00-ID I
20:00-1 G 119:00- F合 119:10-- 。ぃ 9:10-} A い 9:00-- I'"I

※上映開始時間にご注意ください。

*は上映後監督Q&Aあり(変更する場合がございますので、と了承ください。)


