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サウンド・オブレボリ 2ーション

宮古i降る前に 園王への手絡
ローディ!

地盤からの脱出

ローディ!

地虫からの股出
スハロウZ キス・ミー'

アダムX ・ 7ヲ 7J~ 国王への手紙 雪か降る嗣l、

園王への手紙
ローディ!

地uからの既出
ガーJ~;(・ロスト

女ハムレヲト 2人だけの世界 私帥好奇心の強い女

スハロウズ
オリマキの

人生τ鰻も幸せな臼
7lfムズアヲブJ~

~12時間13上映開始時間です.開渇時間は上限開始 10 分前です.会席自由席 各回入れ笛え四日lで、 ra理番号順のご入場とむります.前売併をお待ちの場合も‘位理語'fをこ

確&l!の.t、必ず開場時間まで I~お館しくだきい> .HID敵勢をお持告のJちはよ験当臼受付I~て入渇監理勢と引き換えが必要となり正亨むちJ 上映作品、上映時間、スケジ"l I~.;I予

告白〈変更1ることがあります. I平しくは当WEB サイト、またはfJl車内鍋示をごIìl&l!ください:・すべての作晶1:..13臼本1Il字鳳がついています.英箆字薦入りの作品について13.

wwwtnlf)ロモζ磁認くださいー AII F，lrηs are wlth Japanese subtltles. Please refer 10 www tnlf ,p for furlher delalls aboul the f, ms Wllh Engli~t、 sublitles

司 チケット(映画)

1月 7 日(;i:)10:00- 販売開始 !

前売券{日時指定、普理詰号付き) 1 ， 300円
作&1. '.時指定でご間入いたた 1すま曹

当日一般 1 ， 500円

当日写生・シニア・ユーロスペース会員 1 ，200円

回敏券/寺田 3 ，900円
v開場時間協よ映開始 10 分前てす.宝庫自由席.各自入れ嘗え制て.監理番号順の
ご入湯となります 前売婚をお拘ちの喝合も.必ず鱒梅崎間までにお組しください.
休日は;Jt緯が予想されます. ;1.固の開眼間際または開映後にご東唱頂いた場合l草、
前売勢泰お持ちてもお席の保鉦力、出来かねる喝合がございま守.
本当日勢 1:、ユ ロスへースの火曜サービスデー 1 200 円が適用されまl"

e+ イープラス eplus.jp I ノーザンライツ 1m
前売好1: e+( イープラス}の WEB '1イト http ://eplus.IP にて、 1 月 7 日{土1
10.00 より恒売開始します.ファミリーマートの Faml ホートからもお事めいただけま
l" . 担お.スマチケ 1;1ご利用で曹ませんのでこ了承〈ださい.前売"の販売に闘曹る僻
掴I~ e+( イーフラス}にごillI!ください. [ご注・l ユーロスペース窓口でU納売婚の取
り鼠いはございません. 当日婦の販売開鎗時間l孟 www.tnlf)p にてご砲IIIください

fo'J !l!!~販売期間 :201 7 年 1 月 7 日{土)10 :00-各上映自の前日 1800
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酪農の国デンマークから

乳酸菌を空輸し、

日本で作ったヨーグルト。

ボ安弘

協ダ
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‘ 50th Anniversary 
1967 年に製作され、公闘を巡って『自由の国j アメリカでは貌判問題にまで発展.当時、憲もスキャンダラスな映画として世界中にセンセーシヨンを

巻き起こし、「ポルノ解祭J のきっかけとなった伝説の問題作がノーカット・無修正、デジタル版で量る!製作 50周年を記念しての特別上映!

司北欧パノラマ
新旧のt吉庖作から、ジャンルを問わず、選りすぐった北欧映画傑作選!

サーミの血
。Soph・・Olnon 

I:i腎・アマンダ・ケンネル

私は好奇心の強い女
監督:ヴィルゴット・シェーマン

演胸学生のレナは、映画虫歯Eシェーマンの依如で、それまで興味のなかった政治についての

街頭インヲビューを開始する. フィヲシヨンの中にドキュメンタリーを大胆に取り込み、フ

リーセッヲス.ニュー・ジャーナリズム. ウーマン・リヴを撮り交ぜて、時代を切り取った.

今なお新鮮な刺週置に満ちた永遣のポリティカI~ .ポップ.

主

2/12 5un 11:30 2/14 Tue 14:00 2/16 Thu 21 :00 ユーロスペース

ii;醤:スティーアン クリλFャンセン

1930 年代、スウェーデン北却の先住民厳サーミ人は劣等民政とみなされていた. 寄宿学 漬創鶴の女子高生ヲレは、それまでの子供向けの創に箇わリ、本格的な鉱飽の上演に銚駁

綬に過う 14"のエレ・マリヤU:. 差別を受けながら生事ることに滋し〈抵抗し‘ 7イデ する.有名だが飲んだくれの役者を顧問に迎え‘上演に向けての特訓が鈎まるが・ .サッカ・

ンテイティを鰻てる決怠をする.サーミ人であるレーヰ-=1::シリア・スバルロヲを主演に 起のヴェガールが加わり、 -.t菌性・かになった漬劃郡員の奮聞と恋費績傾を錨<. j べ

迎え、サーミの血を引〈ケンネル監慣が自身のルーツを鮮やかに織害出す. ての文化飾員たちに帰げる.騎キユン青春ラプ コメディ!

2016年， スウ x rンデンマヲ.ノルウ z

スウエーFン箇(sw凶ish). サー竜踊(Saam司 i 109min 2/1 1 58t 16・30 2/13 Mon 21 :00 2/16 Thu 11 ・30 ユーロスペース
デイ X鼠門}斬人I:i圃圃.司 ロマパシネマレ再ル買

圃値動1<恒置

2/11 50t 11 :30 ユーロスペース 健制.アップリンク

2 人だけの世界 Heo"at .:.aenn~~' Th.:J HaV4! e_ 刊d ガールズ・ロスト
監白:ユッカベツカ・ヴFルケアパ- JρV2' :';C - - .aに I:iß: アレクサンダー・テレーセ・キーニング

元脱走兵のヨ=は‘宵少年更生範置の監視役を命じられる. そこで反抗的な少女ライサに出 一晩だけ少女を少年に蛮える力を持つ不思騒fJ.花を手に入れたキム、モモ、ベラ. .J王を

金い、!laかれてい<.ある日ふたりは篤股を法け出l-.つかの間の角書店直感と高渇を除わうが、 集邪気に援しむ3人だったが.やがてキムはふたりに婦れて少年になっては、不良のトニー

その遥遊行の県てには鏑みと恐怖が待ち受付ていた….漂いみの中でふたりが奥る幻覚と夢 とつるむようになり"、 ファンヲスティッヲな級定と幻忽釣な殴櫓で.少立たちの白色盟

の裏しさが息をのむような映像糞で婚かれてい<. ..の葛E事とジェンダーの憎らぎを描き出した膏審ドラマ

2/13 Mon 14:00 2/16 Thu 19:00 2/17 Frl 11 ・30 ユーロスペース

2/13 Mon 11 :30 2/15 Wed 19:00 2/17 Fr� 14:00 ユーロスペース

スパ口ウズ
監芭:ユホ ・ ク庁λマネン "uf'o に由li'a町、 Bi;f::ルーナ ・ ルーナソン

1962年、世界ヲイトル開でアメリ力人チャンピオンとの対織のチャンスが舞い込んだオリ・ 突魚、父の住む間合町で・らす羽目になった 16 ..の少年アリ. そこは彼が幼少簡を過ごし

マキ.しかし、 圏中の注目と期待が集まる中、敏~;teに箔ちてしまう . 実在のポヴサーの た場所でもあったが.威畏した幼なじみとは蹴鎗めずにいた. 閉鎖的で過屈な毎臼の申で‘

人間聾J量れるエピソード1こ竃忽を得たオフビート与ラプ・ストーリー. 金回モノヲロ 16 ミ そこで生曹ることを受け入れてゆ〈少年の周念を速電通った映像で映し出す. a:!惣的信価も

リの録野市制代の空軍を感じさせ.控符の襲しさを店主つ. 高いアイスランドの斬併Jレーナ・ルーナソン監伊作、日本初公開 l

?n唱~~ '.1 ・，鳴り公安内 ...-= ' ，1 肱イ;; ， .) 1ν ラシドL'l (Finn15h). 英語 (Enghsh)I "12m" .ﾀ 7. .,. ロ ~Ii由) '99min 

噛Ii l' 唱グラシプ; 2ハ3 Mon 19:00 2/15 Wed 11 :30 2/17 F而 16:30 ユーロスペース
2/17 Frl 19:00 ユーロスベーユ

口ーディ!地獄からの脱出
監白: アンティ・ハーセ

2006年にユーロビジョン・ソング・コンテストで優勝l-. -gフィンランドの由民的英

厳となったメヲルバンド.ローディ"その，，^1Iがすっかり冷め切った5年後、パンドl主総Tl!

mなまでの低盤贈号迎えていた. B 級ホラーさながらのモンスヲーコスチュームに身を包

んだ、太人になり垂れ訟い男たちの素直園に迫るドキユメンヲリー.

2ハ25un 21 :00 2/13 Mon 16:30 2/15 Wed 21 :00 ユーロスペース

コールド・フィーパ- ﾁUd 

監ロ:フリドリック・トール ・ フリドリクソン Fr

平凡なザラリーマンのアツシは.事蝕死した両規を俄賞するために真書のアイスランド~

綱断する.トラブル続きで思うように温まない艇を続けるうちに、債はこの勉に存伍する

震的な何かを感じ取る. r1;.にして窓を忽う』のフリドリヲソン(i留がホ瀕王敏を主演に辺

えて返るロードふーピー. 東京ロケも敏行された.

... '9 .....、ド '.7-1. 11 引 口*-.子ンマー?ドイツ

JoCl. 臼'"臼(Japane制. ドイ Y舗(German) , BGmln 
2/11 50t 14:00 ユーロスペース 担慣アグンソ二ア

司 H isha m Zaman ヒシャーム ザマーン監督特集
1975年イラク、クルディスタン生まれ リレハンメルのノルウェー映画学校を卒業. 4作自の短錨"Bawke"(2∞5) は園内外の映画祭

で 40以上の貨を受賞した. 2∞7 年の中舘Winter1and' を経て、『雷が降る前にJ (2013) で畏錨デビューを果たし、続く『国王への手紙』

(2014) と 2 年連続でヨーテポリ国際映画祭愚優秀ノルディック映画貨を受賞.ノルウェーのみならず、北欧の映画界で銀も注目すべ

き作家のひとり. E母国イラクをめぐる社会状況を背震に、苛酷な現実に生きる人身を優しく透徹したまなざしで描く.

雪が降る前に
のシアールはイラヲからトルコへの園獲を

纏え、ギリシれ ドイツ、ノルウヱーをEーする.父を亡〈し、ー耳慣の長となっていた強には

県たすべき大館があった. 国限的伝性会問鍾となっている名嘗姐人をテーマに‘舷奇伝遺命

に囚われた少年の線路の思てを錨く.

河口~ jt I .J ルウヨE ドイ守 イ'iタ 今，. I占r~ I品川崎同 ドィ ・ツnlロ，何n.-n) ・ 105m!n

2/12 5un 16:30 2/14 Tue 21 :00 2/15 Wed 14・00 ユーロスペ-.À

国王への手紙

歩聖路み出す者、それぞれの 1 自のエピソードを優しいユーモアで包みこんだ秀作. 年老い

た男が踊る「国王への手紙』によって. 5つのエピソードは有律的に結びつ曹.蝕・を追わ

れる.切を鮮烈にあぶリだす.

(E.....llrh¥ X r，ん...，~IO"".....I'!r:) / 7'jmin 

2/125un19・00 2/14Tue19沿o 2/15Wed 16・30 ユーロスペース

日本・デンマーク外交関係樹立 150 周年!
園
田一山帽

怠

新宿 Pit Inn 

jt肢を蝿点に活動する気鋭のバンド ・ザ ・ ニュー・ソングス'とノルウエーを代

表するピアニスト、ヲリスチャンヴァルムルーの来日公演にて、 生伴獲を付けて

の特別上眼!

The 81ack Dream 
監司・ウアパン ・ ギャズ lJrhan c,'Vi 

男たちとの駆け引きの果てに惣劇的な・期を迎えるサー

カスの花形をアスヲ・ ニールセンが生き生きと演じきる.

19 1 Tノミータ ィ y

ンマヲ nlsh) (En~ h) I 53min 

事デンマ-?.英筒字..のみの上映 $チケット情績は費面へ

デンマークシャス × アスタ・二一ルセン! 2/8 wed OPEN 18:30 I 5TART 19:00 渋谷シダックス ・ カルチャーホール

デンマーヲの先鋭的なジャズレーベル比K が絢る即興ジャズーギヲリストのマータ ソルポーゲと、現在スカンジナピアで.も人気のピアニストのサイモン・トーダムのデユ

オが本公演のために初来日. アスヲ・エールセン初期作伴奏で、サイレント映画ピアニストの柳下美恵氏との餓演が実現 I ILK Music www.ilk-music.myshopify.com 

ラース・フォン・トリアーの 「キングタムJ イッキミ! 1/21 剖 1st 11 白∞-21 :∞ I 2nd 22:∞~霊8:∞暗中休・島り LOFr9 Shibuya 

ラース フ:otン・トリアーが 90 年代に発表し、骨なおカルト的人気をE寄る『キングダム』シリーズを一挙よ映 ! デンマーヲの鬼才が仕傍け、社会現象にもなった伝践

の大ヒット作をデンマーヲビールや北欧メニューと共に療しむ. 1t 1 0時間のスペシャル・イベントを開催!

「キンクeターム J rキングダム 11 J 防相I(lngd師

監ヨ ラース・フォン・トリア一、モーァン ・ アルンフレド

1994年と 1997年の2 シーズン.金8エピソード敏娘されたデンマーヲのlVシリー

ズ. .."映画面としても公開された.スウェーデン医師へルマ一役のエルンスト・フー

ゴ イェアゴーの死亡によりシリーズは未完のままである. コベンハーゲンの巨大

病院〈キングダム〉を舞台に、変人たちが繰り広げる荒唐策稽な群像劇. プラ ッ ヲ

すぎるドヲパヲ喜劇と戦標のゴシッヲ ・ ホラーが一体化した奇跡の一作.

1994耳， 1997'" "マヲス内エ ンドイ

ヲ nl.'" ^ウx. アY曲 、$w四品川I ~;)2min 

古6r 1995年デンマーヲ・アカデミー {ロパート }貧
B即ヨ伝貧. 男優賞.女優賞、作曲賞、 ..品質. 竃.貧

アスタ・ニールセンを探して バレエダンサー深淵・アピス・
Afgruc 

僻事:マ ヲ・ ')Jレボーグ f サイ苧ン ・ トーダム 伴~ &i下型睦ι( (おßJゲスト]

L :rヴァナイノド

女性監笛エヴァ・テイン ドが、いにしえの大女優アスヲ・

ニールセンの面彫を追って‘ゆかりの場所や彼女を敏愛

する人々を肪れる演しい記録.

ウアパンギャズ L‘オガスト .fロム 1810< 

アスヲ・=ーJレセンが欲望に逆らわない女性を演じ、也 人気女優、 劇作窓、 画療など芸術愈遣が練り広げる撃や
に衝.を与えた問題作.当時のデンマーヲの街鑑みや風 かさと奮がたヲぷり脂まった愛情創.
俗も埴簡で曹る. .11 シマー
1910 マヲ I笑!ll (EnG，t>l吋 ， ~dmln 7:/マーγó (O.n・sh ，. ...!l! (Engli由)/ 35min2016 ワ ヲ10...白岡山h) / 52min

『 トーキヨーノーザンラィγフェスティパI~2017 J にご来場、 及び前宛努ご鴎入のお官級限定で100名級ご沼待!ご希望の方は、下記ll>IJ7 :otームよりお申込み下さい.

渋谷シダッヲス・カルチャーホール t 旧包カ館{TEPCO ホール} 渋谷区持前 1・12・10 シダッヲスカルチャーピレッジ 8F

応募7".ーム&鰐細 巳wwwtnlfJp/201704 .html )0704063 2016 特別箇力 !デンマーヲ大使館 ， The M,n,stry 01 Cullu同 Danmark，民ZZ DANMARK 


