
特別鑑賞券絶賛発売中!
『希望のかなたJ ..みんなで救おう " キャンペー ン実施

※特製パッジ付き特~IJ鑑賞券のご購入で、代金の一部が難民支援を行う国述UNHCR協会に

寄付されま す。 (ー部上映劇場窓口にて販売。 販先は各劇場の lニ映開始日前日まで)
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順次ー I北海道・東北1 札幌シア9ーキノ 01 卜23 卜9355 1 フォーラム八戸 0178剖ー∞35 1 フォーラム盛岡 019-622叩0 1 フォーラム山形 023-632-3220 1 フォーラム仙台 022-728-7脳
| フォーラム福島 024-533-1515 [関東l シネマテークたかさき 027-325-1744 1 川越スカラ座 049-223-0733 [中部・北陸I 新潟シネ・ウインド (1 月 27 日-) 025-243-5530 1 十日町シネマ
パラダイス 025-752-7505 1 金沢・シヰモンド 076-220-5007 1 松本シネマセレクト (1 月 12 日) 0263-98-4928 1 静岡シネギャラリー (1 月 20 日-) 054-250-0283 1 浜松・シネマ・イーラ (2月 3 日-)

053-489-5539 1 伊努進富座 (2月 24日-) 0596-28-2875 [関西】 京都シネマ 075-353-4723 1 神戸・元町映画館 078-366-2636 1 宝場・シネピピア 0797-87-3565 1 畳間劇掲 (2月 1 0日-)
0796-34-6256 1 岡山・シネマ・クレール丸の内 (2月 24 日-) 086-23ト0019 1 広島サロンシネマ 082-962-7772 1 シネマ尾道 0848-24-8222 1 山口情報芸術セン?ー (1 月 31 日-) 083-90ト2222
I四国I 愛媛シネマルナティ ッ ク 089-933-9240 [九州・沖縄1 佐賀シアター・シエマ 0952-27-5116 1 Oenkikan 096-352-2121 1 大分シネマ 5 097-536-4512 1 宮崎キネマ館 (1 月初日-)
0985-28-1 162 1 鹿児島ガーデンズシネマ(I.I'l 20日-) 099-222-8746 1 沖縄・桜垣劇嶋 098-860-9555

A FIL 阿 BY AKI KAURISMAKI 



崇高なスピリット、最高のユーモア、ブラポー!なミュージック。やはり、カウリスマキはスゴイッ! ! 

石橋凌(俳優・ミュージシャン)
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rThe other side of hopeJ。一見して見える希望の別の{反対側の)面。

雛民側というよりも、これはむしろヨーロッパ人側の r希望」への疑問のように思いました。

カウリスマキ映画の息をつかせるようなゆっくりとしたリズムが生む、温かくも残惜な r間』。

その際聞を埋める観客の優しさに、監督はいつも賭けている感じがするのです。

加瀬亮(俳優)

奮い現実をひらりとかわすように、霊場人物がお酒落で良い顔をしている。

何もかも.悪な目だからこそ、 l 番好きなシャツを漕て笑おう。

尾崎世界観(クトフハィフ)

社会の隅にいる者、敗者に目を向けてきた監督が摘< r希望」の力強さ。

冷たいフィンランドの先には、あたたかいフィンランドが待っていた。

国としてできなくても、人として私たちにできることはあるのだ。

森百合子(コヒーライター・北欧 BOOK 主宰)

移民に辛〈当たる者がいて、一方で優しく迎え入れる者もいる街。スクリーンの中に光明を探しながら鑑賞しました。

いつものカウリスマキ作品より少し苦〈感じたけど、こんな世の中だから皆に観て欲しい。

堀込高樹 (KIRINJI. 音楽家)

希望をもって人は生きている、そこに大小はない。 普憲もそうであり、それぞれの希望が雄かを支えていく。
希望の彼方にいく道中は険しい。けれど、一筋の希望が人を生かす。

あなたの周りに街纏っている希望はありませんか?

サヘjレローズ(タレント・女優)

人生どん底でも希望を持つ人には還が味方してくれる。

カウリスマキ監督が描〈人々の日常はどこか切なくて、やさしくて、ちょっぴり面白い。

大好きな作品がまたひとつ堵えました!
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映画lこも登場!帆前掛け×フィンレイソンのてぬぐいの
"帝国寿司セット"限定発売
『希望のかなたa で使われている “大勉強の店" 帆前掛けと、フィンランド

の老舗テキスタイルメーカー rフィンレイソン」と日本のてぬぐい専門店
rかまわぬ」がコラボしたてぬぐいをセットにした “帝国寿司セッ ト" を、
オンラインストア r北欧維貨」と一部の上映l1J1Iで限定販売。 数に限り

がありますのでお求めはお早目に l

帆前掛け|枚+フィンレイ、ノンてぬぐい|枚 販売価裕2800 円(予価}

{北欧雑貨) 12月 1 日(金)-15 日(金) 2週間限定販売 www.hokuouzakka .com

{一部上映劃場〉上映期間中{なくなり次第終了}

協力かまわぬ www.kamawanu.co.jp、 ワークショ ップ・オオタ www.oota-net.com

EB Finlcnd Kitchen Tolo 
2017年日月 28 日(火)-12月 17 日{日}にフィンランドキッチン Taloが 『希望のかなた』 とコラポレーション!
映画のサントラをBGMに、 劇中のレストラン “ゴールデン・パイント" にちなんだオリジナルメニュー ( 1700
円)をお召し上がりいただけるほか、 r希望のかなたa フォトスポットも登場します。

半券割引実施: r希望のかなた』半券提示でTALOの“ゴールデン・バインド名物料理が 1400 円に。
Taloのレシート提示でユーロスペースにて r希望のかなた』当日一般料金より 300円引き。

{フィンランドキッチン Talo)
東京都港区六本木6~10ー l 六本木ヒルズメトロハッ ト /ハリウ‘ノ ドプラザ日2F
営難時間 11 :00- 23 : 00 teI.03~3478~ 19げ

SNS キャンペーン

映画の公式Twi社町、 Facebookをフォローして、

ハッシュタグサ希望のかなた感想』をつけτ投
稿すると北欧の雑貨や映画のオリジナルグツズ
が当たります。 詳細は V希望のかなた』 公式サイ

トの EVENT欄をご覧ください。

提供北欧雑貨

1 ヒ ~~吾雀貸

特集上映「アキ・力ウリスマキが愛するフィンランドの映画
CARTE BLANCHE AKI KAURIS 刊 AKIJ 開催決定!

7ィンランド独立 100周年を記念して、アキ・カウリスマキ監督が日本の観客のために選んだ
知られざるフィンランド映画の名作・傑作6本を上映。

I上映作品I r夏の夜の人有， (1948年、監督:ヴアレンティン・ヴァーラ)、『白いトナカイ， (1952年、監督エーリック・ブロンベリ)
'1-'年たちJ (1962年、監督・ミツコ・ニスカネン)、 r労働者の日配~ (1967年、監冒.リスト・ヤJ~ヴア)
『ラプシーとドリ-， (1990年、監督:マツティ・イヤス)、 V僕はラスト・カウボーイ， (2009年、監督。ザイダ・パリルート1

2017年 11 月 25 日(土)-12月 l 日(金) 会掲 :ユーロスペース

スケジューJ~等詳細は F希望のかなたa 公式サイトの EVENT欄をご覧ください。


