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作品により、映像や音声の状態が悪い場合がございます。ご了承ください。

その他、イベントや上映についての詳細は、シネセゾン渋谷ホームページにでご確認ください。

劇場 HP URL:http://www.ttcg.jp/cinesaison_shibuya/
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E盛岡回笹高周回

{初日 2009/4/18 ~楽日 200916126)

{初日 2008/4/12 - 楽日 2008/05/30)

{初日 199812/7 - 楽81998/4/17)

{公開なし}

Love Letter f1E盟問

監督:岩井俊二出演:中山美穂

1995 年/日本 /117 分/35mm
(C) フジテレピジョン

渡辺博子は、 2 年前に死んだ恋人宛ての手紙を投函
する。数日後に届いたのは、恋人と同姓間名で彼のク

ラスメートで‘もあった、女性の藤井樹からの返事だった。

やがて博子と樹の文通が始まる。

{公開なし i

[初日 2005/4/2 - 楽日 2005/5/20)

{初日 2003/7/12 ~楽日 2003/8/1]

{初 8 199517/22- 楽日 1995/10/20]

トーク・トゥ・ハ- f1E副司 スラムドッグ・ミリオネア f1E盟型

原題 :Talk toHer 原題: SLUMDOGMILLIONAIRE
監替:ペドロ・アルモドパル出演:レオノール・ワトリング 監督:ダニー・ボイル 出演:デーヴ・パテール

2002 年/スペイン /113 分/35mm 2008 年/英 /120 分/35mm PG-12
(化c)応ε札ι DεSEOめO，S.A.2却O∞O位2 (ωc)ロ2∞8Cωωcia吋do町rFiJmsand Channel4Te批i怜記制制v吋吋iぬ凶附s鋭叩iぬion似加nCorporation

事故で

偏執的な愛情で見守る男と ι、恋人カがず事故に i遵豊い間じ境 境に負けることなく「愛 j と「希望 J だけを手に生き、
遇に焔つた男との奇妙な友情を鬼才.ペド口.アルモド 運命を勝ち取つてしい、てく一。アカデミー賞最多 8 部門を受

パル監督が描く。 賞した 21 世紀の名作。

fljfDflnD~軍区間 コーとー&シガレッツ E彊旋回 E益四回 パラノイドパーク

原題: COFFEE 広NO CIGARETTES 原題: PARANOIDPARK
監督:ジム・ジャームッシュ 監督:ガス・ヴァン・サント
出演:口ベルト・ベニーニ 出演:ゲイブ・ネヴァンス

2003 年/米・伊・日 /97 分/35mm 2007 年/仏・米 /85 分/35mm PG ・ 12
ｩSmokescreenInc.2003AIIRightsReserved ｩ2∞7mk2

コーヒーを飲みながち、タバコを吸いながら、様々な登場 高校に通う 16 歳のスケボー少年アレックスは、ある白
人物たちがどうでも良さそうで、良くない、でもひとくせあ 誤って男性を死なせてしまったことから、不安に駆られな
る会話を繰りひろげていく 11 本のショート・ストーリー。 がらも、何事もなかったかのように日常生活を送っていた

{初日 2004/3/27 -楽日 2004/6/8)

{初日 1997/11/8 -楽日 1998/2/6]

{初日 2009/8/15 - 楽日 2009/11/6)

黒い十人の女 l?1I:D ジュテーム・モア・ノン・ブリュl?1I:D 女は女である 匪盛田

監督:市 HI 夏 原題: Jet'aime.. , moinonplus 原題: Unefemmeestunefemme
出演:岸恵子 監督:セルジュ・ゲンスプール 監督:ジ.ャン立リュック・ゴダール出演:アンナ・カリーナ

1961 年/自本 /103 分/35mm 出演:ジェ…ン・パーキン 1961 年/仏 /84 分/35mm
(C) 1961 角川映側 1975~ 手/仏 /90 分ノ DVCAM R18+ (c)l961STUDlOCANALWAGE ・ ElJ RO INTERNATIONALFILMS.S.D,A

奔放なプレイボーイに振り回される 10 人の女たちの復 ゴミ運搬屋の青年二人はホモセクシャルの関係。ある日 子供を欲しがらない夫を慌てさせようと、妻はボーイフレ
讐をスタイI)ッシュな映像で‘描いた、 '61 年製作の愛憎 スナックで少年のような娘と出会い、複雑でグロテスクな ンドと関係を持ったかのように信じ込ませたが…一。ジ‘ヤ

j。 三角関係カず始まった……。 ン=1)ュック・ゴダール監督のコメテsィ劇。

色卸ぜねれいしょん 駐留回国 打ち上げ花火、下から見るか? fm軍軍
横から見るか? 目白幽

監督:8:3ロトモロヲ 監督"岩井俊ニ
出演:渡辺大知 出演:山崎裕太

2009 年/日本/90 分/35mm 1995 年/日本/45 分/35mm
(c)2α)9色即ぜねれいしょんズ (C) フジテレビジョン

みうらじゅんの自伝的小説を、盟友・田口トモロヲが監督! 港町に住む小学生の男の子が、 f打ち上げ花火を横か
青春は、モヤモヤするほど、ドキドキする。ロックな生き方 ら見たら丸いのか、平べったいのか」確かめるため、花
に樺れる高校生と仲間違のひと夏の青春映画。 火大会の夜に町はずれの灯台ヘ行こうと計画する。

グラン・ブルー完全按 ~司聞
デジタル・レストア・パ幽圃ジョン目白描S

原題: LEGRANDBLEU:VERSIONLONGUE
監督:リュック・ベッソン出演:ロザンナ・アークエット

1988 年/仏 /169 分/ Blu-ray
(C)1988GAUMONT

ほかの誰も到達することのできない海の深み“グラン・

ブルー"に挑むふたりの青年とひとりの女性の愛の物

語。巨匠リュック・べ \y、ノン監替の原点、とも言える海洋

ドラマ。

公開当時の作品タイトルは fグラン・ブルー/グレート・ブルム完会版 j

{扮日 1992/6/20 -楽日 199217/24]

24HOURPARTYPEOPLE盛田翻 ヱレファント

原題: 24HourPartyPeople 原題: Elephant
監督:マイケル・ウインターボドム 監督:ガス・ヴァン・サント
出演:スティーヴ・ク…ガン 出演:ジョン・口ピンソン

2002 年/英 /117 分/ 35mm R15+ 2003 年/米 /81 分/35mm R15+
(c)ThcFilmConSQrtium/RevolutionFilmsLimited ｩ2003HomeBoxOffice.lnc.Allrightsreserved.

破産したファクトリー・レコード社長であったトニー・ウィ 2003 年カンヌ国際映画祭でパルム・ドール&監督賞を
ルソンの団顧録を基に、 1980 年代後半から 1990 年 獲得した作品。米コロンパイン高校銃乱射事件を題材
代初頭にかけて起きたマンチェスター・ムーヴメントを描 に、ドキュメンタリータ yチで‘若者たちの心の暗部をあぷ
いた映画。 り出す。

PARTY7
監督:石井克人出演:永瀬正敏

2000年/日本 /104 分/35mm
(C)TOTlOKUSHINSHAFILMCORPORARTIONI
TAKlCORPORARlONiNC ノTVTOKYO

石井克人が f鮫肌男と桃尻女 j に次いで放った慢作。
とあるホテルの一室に集まった 7 人が繰り広げる騒動を
播いたコメディ。

スーパーカミング 完全版

監督:多国浩章

出演: KERA
1995 年/日本 /95 分/DVCAM
(e)ヨシワラズハウス

ゴミ捨て場で生まれた魔王チャップマン。巨悪のヒーロー

へと成り上がった彼，;J:、世界を終末へと導くドラッグ
“SUPER-COMING" を巡り、帝王カイザーと対立する。
伝観的カルトムービー。

{シネセゾン渋谷上映動員上位 10 作} ※作品右の数字は<初日~楽日>
①『レオン完全版 J <1996/1015-1997I1131>
②『オール・アバウト・マイ・マザー J <200014/29-200019I1>
( fPARTY7J <2000/12/16-200114/27>
④『蜘妹女のキス J <1986/7/26-1986/1117>
( fesJ <200216/22-2002/10/25>
( fPiCNiCIFRIED DRAGONFISHJ<199616/15-199619/20>
⑦ f人のセックスを笑うな J <200811/19-200814/11>
⑧『アイデン&ティティ J <2003/12/20-200413/26>
⑨『オー・ブラザー !J φ <2001/10/20-200212I1>
⑩ f鮫肌男と桃尻女J <199912I6-199914/30>

素敵な教と舟はゆく

原題: AOI 在U， PLANCHEADESVACHES!
監督:オタール・イオセリアーニ

出演:ニコ・タリエラシュヴィリ

1999 年/仏 /117 分/35mm

グルジア出身の§在、オタールイオセリア一二監督のユー
モラスな群像劇。 J 'i') 郊舛のお域のような屋敷に暮らす、

両親と 4 人の子供たち。長男ニコラを中心にバラバラな

家族が繰り広げるエピソードを描~， \,、つしか人生の農か

さに気づかせてくれる珠玉の作品。

{初日 2002/1/12 - 楽日 2002/3/1]{争~8 忽X熔/113f 市東官忽沼913/13)

{初日 1999/2/6 - 楽日 1999/4/30)

鮫肌男と桃尻女

監督.'石井克人

出演:浅野忠信

1998 年/日本/10γ 分/35mm
(c)盟月来太郎 波紋社・米北新 tt

fパタアシ金魚 J rドラゴンヘッドj の人気漫画家・望月

峯太郎の問名コミックを映画化。コミックタ yチの濃出や、

不可思議で個性豊かな登場人物が見どころ。

口ツク、ストック&トゥー・ DD~軍国間
スモーキング-バレルズ

原題: LOCK, STOCKANDTWOSMOKINGBARRELS
監督:ガイ・リッチー

出演:ジェイ、ノン・ステイサム

1998 年/英 /108 分/35mm
(e)1998SKAFILMS.ALLRIGHTSRESERVED.

ガイ・ I) ッチ…監督・脚本のクライム・ムービー。一揖

千金を狙う 4 人の若者を軸に、ロンドンで繰り京げられ

る臨し騎されの群像劇を独特のユーモアを交えて描く。

{初日 200911/31 - 楽日 2009/3/13)

{初日 200817 パ 9- 楽日 2008/9/19)

千年女優 四国アイヂン&チイチイ 四国

今敏 監督:田口トモロヲ

折笠富美子(声) 出演'.峯田和伸
2001 年/日本 /87 分/35mm 2003 年/日本 /112 分/35mm
{ι)2001 千年次催製作委 n会 (Cl2 ∞3r アイデン&ティテ .(j 製作委 H会

30 年前に忽然と姿を消した大女優・藤原千代子が立花源 みうらじゅん(原作) X 田口トモロヲ(監督) X 銀杏

也に語ったのは、学生の頃に恋した名も知らぬ男性を、生 BOYZ 峯田和伸(主演) !バンドマンの成長と挫折を

涯をかけて追い求める千代子の壮大なラブ・ストーリーだった。 描いた“青春映画"。

百万円と苦虫女

タナダユキ

蒼井優

2008 年/日本 /121 分/35mm
(Cl2∞8r Fi万円と背!1J.女 j 製作受員会

蒼井{憂が演じる主人公の鈴子がひょんなことから前科持

ちになってしまい、実家を離れて各地を転々としながら生

活していく姿を描いた青春日ードムービー。

{公開なし}

[初日 1996/6 パ 5- 楽日 1999/9/20]

{初日 200517123 - 楽日 200519/16)

リンダリンダリンダ

監督:山下敦弘

出演.ぺ・ドゥナ

2005 年/日本 /118 分/35mm

高校の文化祭前日にバンド解散のトラブルに見舞われた
軽苦楽部の女子 3 人が韓国からの留学生を引きいれ、

THEBLUEHEARTS のカバーを毘指す。ガールズ青

春ムービーの金字塔。

U1言\!aij\
''''rrrv 可

ミッシェル・ガン・ヱレファント笹藍盤 Du;D聾 ENDOFTHECENTURY 配1L=D UDD“THEEMOVIE"ｷLASTH臥VEN031011 ・
原題:ミッシェル・ガン・ヱレファント 原題: ENDOFTHECENTURY

""THEEMOVIE" 九LAST H正AVEN 031011 ・ 監督:マイケル・グラマグ I) ア/ジム・フィールズ

監督:番場秀一出演:ミッシェル・ガン・エレファント 出演;ラモーンス轟

2009 年/自本 /119 分/ Blu-ray 2003 年/米 /108 分/35mm
(C) 泌谷1JE ri] (C)2004Cugat.Tnc.

ロックバンド、「ミッシェル・ガン・工レファント j の 2003 ラモーンス J成功の影で、メンバー間の車 L嫌が高まってい

年の解散ライブを中心 lこ、貴重な未公開映像で彼らの く…。メンバーやスタンフの貴蓑なインタピムー満載のド

軌跡を追う音楽ドキュメンタリー。 キュメンタリー。

[初日 19961 町15- ・楽日 1999/9/20)

{初日 2003/11/8 - 楽日 2003/12/19)

東京コッドファーザーズ‘ mE四バプリカ 臨町四四

監督;今敏 監督:今敏

出演:江守徹(声) 出演:林原めぐみ(声)

2003 年/日本 /90 分/35mm 2006 年/日本 /90 分/35mm
(c)2 ∞3今敏・マッドハウス 東京ゴッドファ…ザ}ズ製作愛.Q会 (c) 鉛06 MADllOUSE1SONYPICTURES

それぞれに事情を抱え、社会からはみ出してしまったホ ENTERTAINMENT UAPAN)INC.

ムレスの 3人組が、クリスマスの夜にひろった赤ん坊に サイコ・セラピストの千葉敦子。大人の魅力に溢れた
よって強い鮮で結び付けられ、何かに導かれるように前 彼女は、極秘のセラピーを行うとき、普段とは外見も性

へと歩みだす一。 格もまったく別人のような少女“パプリカ“に変身し，.，。

[初日 2008 パ 119- 楽臼 2008/4/111

人のセッタスを笑うな

監督:井口奈己

出演"永作博美
2007 年/自本 /137 分/35mm
。2∞8f 人の七 γ クスを笑うな j 製作委口会

山崎ナオコーラの詞名 IJ 、説をもとにした恋愛映画。永

作博美、松山ケンイチ、蒼井 f憂ら奇跡のキャスティング
が織り成す切なしヴブ.ストー 1)- 。

PiCNiC fli1 翠J FRIEDDRAGONFISH fli1 週B シェルブールの雨!t_1IC: f1E自由 ロシュフォールの恋人たち
デジタルリマスター厳 デジタルリマスター版

監督:岩井俊二出演: CHARA 監督"岩井捜ニ出演:芳本美代子 原題:し ES PARAP しUIES DECHERBOURG/ 原題:しes DemoisellesdeRochefort
1996 年/日本 /68 分/35mm 1993 年/日本 /50 分/ 35mm THEUMBRE ししAS OFCHERBOURG 監督:ジャ yク・ドゥミ 出演"カトりーヌ・ドヌーブ
(Cl フジテレビジョン (Cl フジテレビジョン 監督;ジ.ヤツク・ドゥミ出演:カトリーヌ・ドヌーブ 1966~手/仏 127 分 81u-ray

精神病醗で出会った青年連は地球が滅亡するという妄 探偵事務所に派遣されたコンビューター・ネ yトワーク会 1963 年/仏 /91 分/ Blu-ray (C 応対・?腕章 ri ぉ

想にとらわれ、滅亡を見届けるために、施設の塀の上を 社の女性が、盗まれた熱帯魚の調査に首を突っ込むう (C)Cine-Tamarisphoto(C)AgnesVarda ジャック・ドゥミとミシェル・ルクランの盟友コンビが贈る、

ったって海を目指してピクニックに出かける。 ちに、不思議な経験をするハードボイ jレドタッチのミステ ジ、ヤック・ドゥミ監督、カトリーヌ・ドヌーブ主演の映画史 白い密並にパステルカラーの衣装が自にも美しい心躍る

に燦然と輝き続けるミュージカル映画の傑作!戦争によっ ミュ…ジカル作品。この作品で淑子の姉妹を演じるカト
て引き裂かれ別々の道を歩んでし、ったひと組の男女の愛 リーヌ・ドヌーヴとフランソワーズ・ドソレレアック I;J:実生活

の物語。 でも実の姉

ごあいさつ

シネセゾン渋谷は 2011 年 2 月 27 日をもちまして、営業を終了することとなりました。長年のご愛顧心より感謝いたします。

当館はフェデリコ・フェリーニ監督の fそして船は行く J をオープニング作品として、 1985 年 11 月に渋谷道玄坂に誕生しました。

これまで、リュック・ベッソン監督の『レオン 完全版 J や、ジャン口リュック・ゴダール監督、セルジ、ユ・ゲンズブール監督作品

の企画上映など、個性的な作品を上映して参りました。

26 年間営業を続けられたのは、足を運んで、くだ、さった映画ファンのみなさまのおかげで、す O

みなさまへ感謝の気持ちををこめまして、クロージング特別プログラムを上映いたします二一度ご覧になられた方も、最後にシネセゾン
渋谷のスクリ}ンでもう一度ご鑑賞いただき、劇場の思い出として記憶にとどめていただけたら幸いです。

みなさまのご来場を心よりお待ち申し上げております。

また、当館は閉館になりますが、テアトルシネマグループでは、ヒューマントラストシネマ渋谷にて引き続き皆様に愛される映画を

上映して参ります。

今後ともテアトルシネマグループの映画館をよろしくお願い申し上げます。


