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史上初の

パルムドール女優
主演のアデル・エグザルコプロスとレア・セ

ドウはカンヌ国際映画祭史上初、ケシシュ

監督と共にパルムドール(最高賞)を受

賞。二人揃ってMIUMIUの広告キャン

ペーンにも起用され、世界各国のメ

テεイアに登場した、今もっとも

熱いフランス女偏1

第2弾ご来場者プレゼント
二日目 (6日) BunkamuraJレ・シネマ、ヒューマントラストシ

ネマ有楽町にご来場の先着75名様に香りのインテリア

アイテム、デコラ/りレファムフレグランスオーナメン卜をプ

レゼント!(スイートジ、ャスミン、ピュアローズ、クラシカルムス

クよりどれか1 種。香りはお選びいただけません。)

提供:グローバルプロダクトプランニング

アデル&レア

www.erikonail.com

エリコネイル

割引&プレゼントサービス
ご予約の上、映画鑑賞券半券のご提示で、はじめての

お客さまには合計金額より 20%OFF 、また施術を受け

ていただいた全員にネイルオイル(モア)をプレゼント。

期間:4月 5日(土 )----5 月 31 日(土)

都内 4店舗にて実施

erikonailOMOTESANDO

erikonailGINZA

erikonailHIROO

erikonailSHINJUKU
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www.pasconet.co.jp/paul/

第 1 弾ご来場者プレゼント
初日 (5 日) BunkamuraJ レ・シネマ、ヒューマントラストシネ

マ有楽町にご来場の先着 75 名様にメイクアップフォー

工バーのメイクセットをプレゼン卜!

アク j7j7 イス sミニサイズ(ウォーター

プルーフアイライナーペンシル)&

センス rアイスごパウチサイズ(ポイント

メイククレンザー)

提供:メイクアッフ。フォーエバー

PAUL
プレゼントキャンペーン
フランス北部の町リールに生まれた老舗 PAU し

より、 125 周年記念卜ー卜バック、と商品券のセット

をプレゼント!映画公式

Facebook で r Iv\い

ねりをしてくれた方の中

から期間限定の抽選

です。詳しくは映画公

式Facebook で‘。
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ナテ εイツフ 畑町 'tl 明
書籍コーナーを展開
美術書を中心にテ εザ、イン雑貨なども扱うブ‘ツクショップ、

ナテ rイツフの下記店舗にて、原作コミックを中心とした

コーナーを展開。

[渋谷 ]Bunkamura 内、ナテ 2イツフモダン:バンドデシネ特集

[恵比寿]東京都写真美術館内、ナテ 3イツフバイテン:本作

中で登場する画家の関連書籍などフレンチカルチャー特集

www.nadiff.com/home.html
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人気原作コミック
全国書店にて大好評発プ、ノレーは
売中!フランスで10万部 '

越えの大ベストセラー。

11 か国で翻訳出版され、

各国の女性たちの心を揺

さぶった感動のコミックで、

す。映画とは違う衝撃の

ラストも必見!

著者:ジ.ュリ-・マ口訳:関澄かおる

定価:(本体2，200円+税)

発行:DU BOOKS(テrィスクユニオン)

ルミネ有楽町 IQMWE
割引&プレゼントサービス
映画鑑賞券半券のご提示

で、 8F レストラン[バルパラ

jレミュウ]ではランチタイムは

ランチデザートサービス o カ

フェタイム・ディナータイムは、

お食事お百し上がりでお会

計10%OFF o [京都石掘小

路豆ちゃ]ランチはお好きな F

おやつ 1 皿をプレゼント。ディ

ナーはお食事後にお抹茶を

プレゼント。

。 dele-blue.com

1)[公式 Fac ぬ∞ k] www.facebook.com/adelebluemovie r~ [公式 Twi 削 @adelebluemov 嶋

監督・脚本:アブデラティフ・ケシシュ 原作:ジュリーマロ「引いは熱い色J(発行 :DU BOOKS)

出潰:レア・セドゥ『イングロリアス・パスターズトアデル・エグザルコプロス、サリム・ケシゥシュ、モナ・ヴァルラヴェンほか

原題礼 AVIED'ADElECHAPITRES1ET2/2013 年/フランス/フランス簡 /1 荷分/ヴィスタ/日本願字幕:松岡薫子

後援:フランス大使館、アンスティチュ・フランセ日本/協力:ユ二フランス・フィルムズ

配給:コムストック・グループ/配信協力:キノフィルムズ/宣伝:セテラ・インターナショナル/宣伝協力:テレザ+初マ・ステラ
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ー一 !神奈川 [愛知]女 [大阪 J* *
ロー ドむ「ー|横浜ブルク 1 31110~シネマズ川崎 II 伏見ミリオン座 II 梅田ブルク 711 ~ネマートザ橋|

I- ." .=ヨ 045・222・6222 II 0570 ・007 ・ 109 II 052-212-2437 II 06-4795 ・7602 II 06 ・6282 ・0815

[京都}女 [兵庫 i 食 [福剛女 [北海道]女

女印の劇場では特別鑑賞券￥ 1 ，500 r=r-:ジョイ京都 II シネ・リーブル神戸 II T ・ジョイ博多 II デイノスシネマズ札幌劇場
(当日一般￥ 1 ，800 の処)を販売しています。 075 ・692 ・2260 II 078 ・334 引 26 II 092 ・413 ・5333 II 011 ・221 ・3802

[東京 ]T ・ジョイ大泉 03 ・5933 ・0147 [神奈川 ]109 シネマズ湘南 0466-34 ・0109 [埼玉 ]MOVIX さいたま 048 ・600 ・6300 [千葉 ]T ・ジョイ蘇我 043 ・209-3377/ シネマイクスピアリ 047-305 ・3855

1栃木 ]MOVIX 宇都宮 028-657 ・6200 [新潟 ]T ・ジョイ新潟万代 025 ・242-1840 [広島]広島パルト 11 082 ・561 ・0600/ シネツイン本通り 082 ・241 ・7711 [福岡 ]T ・ジョイ久留米 0942 ・41 ・8250

順次公開

[北海道]苫小牧シネマ・トーラス 0144-37 ・8182 [青森]フォーラム八戸 0178 ・38 ・0035 [岩手]フォーラム盛岡 019 ・622-4770 [宮城]フォーラム仙台 022-728-7866 [山形]フォーラム山形 023 ・632 ・3220

{福島]フォーラム福島 024-533 ・1717 [静岡]シネ・ギャラリー 054-250 ・0283/ シネマ e_ra 053-489 ・5539 [長野]塩尻東座 0263-52 ・0515 [石 JII] シネモンド 076 ・220 ・5007 [奈良 lMOVIX 橿原 0744-21 ・ 1700

[島根 ]T ・ジョイ出雲 0853 ・24-6000 [愛媛]シネマサンシャイン大街道 089-933 ・6677 [大分 ]T ・ジョイパークプレイス大分 097 ・528 ・7678 [鹿児島]鹿児島ミッテ 10099-812 ・6662




