
※学生の方は学生証をお持ち下さい。※シニアの方は年齢の分かるものをお持ち下さい。※夫婦 50割引は
どちらかが 50歳以上で同じ作品を鑑賞のご夫婦揃って入場をお願いします。(年齢の分かるものをお持ち下さい。)

一般

高・大学生

小・中・留学生

シニア (60歳以上 )

※

※

※ ※

1,900 円

1,600 円

1,200 円

1,300 円

映画鑑賞料金表 各種割引

伏見ミリオン座…毎週木曜日
センチュリーシネマ…毎週水曜日

映画サービスデー(毎月 1日 )

レディースデー

レイトショー割引

夫婦 50割引

1,100 円

1,200 円

1,400 円

2,400 円

パルコカード・駐車券ご提示 200 円引
※窓口購入のみ適用　各種割引併用不可

(20 時以降の回／
　　　一部対象外あり )

入替制・全席指定席。(※前売券･招待券･各種引換券 ( 紙券 ) をお持ちの
方は劇場窓口にてお引き換えください。) チケットのお引き換え、購入
後の払い戻し、変更等はできませんのでご了承ください。

@fusimimillionza

センチュリー 1 …154 席 
センチュリー 2･･･ 45 席
        　（総座席数 : 199 席）

地下鉄名城線｢矢場町｣駅 名古屋 PARCO 東館 B1F
改札出てスグ東館 地下入口　※松坂屋名古屋店隣り

センチュリーシネマ

東館8F

ミリオン 1 … 184 席
ミリオン 2 … 47 席
  （総座席数 : 414 席）

ミリオン 3 … 109 席
ミリオン４… 74 席

監督：マルタ・プルス
出演：マルガリータ・マム
ーン、イリーナ・ヴィネル
2018/ポーランド他
/74分/トレノバ、ノー
ム
otl-movie.com
©Telemark,2018

オーバー・ザ・リミット
新体操の女王マムーンの軌跡7/31(金)～

新体操金メダリストの美しくも苛烈な舞台裏

umibenoeigakan.jp
©2020「海辺の映画館　キネ
マの玉手箱」製作委員会／

監督：大林宣彦
出演：厚木拓郎、細山田
隆人、細田善彦、常盤貴子
2 0 2 0 / 日 本 / 1 7 9 分
/PG12/アスミック・エ
ース

海辺の映画館 キネマの玉手箱7/31(金)～

大林宣彦監督のフィナーレをスクリーンで！
監督：アナ・ルイーザ・
アゼヴェード
出演：ホルヘ・ボラーニ、
ガブリエラ・ポエステル
2019/ブラジル/123分
/ムヴィオラ

ぶあいそうな手紙7/31(金)～

ブラジルからの可笑しくて温かい愛の物語

moviola.jp/buaiso
©CASA DE CINEMA DE 
PORTO ALEGRE 2019

監督：松居大悟
出演：加藤清史郎、醍醐
虎汰朗、蒔田彩珠
2020/日本/108分/イオンエ
ンターテイメント、ラビット
ハウス、エレファントハウス
handzenryoku.com
©2020「＃ハンド全力」製作委員会

＃ハンド全力7/31(金)～

SNSが廃部寸前のハンドボール部を救う!?

新型コロナウイルス感染拡大の影響による公開延期に伴い、
8 月号は臨時号として発行させていただきます。
ご不便をお掛けし致しますが、何卒ご理解を賜りますようお願い
申し上げます。
上映時間、最新情報は劇場公式HP  www.eigaya.com

＊各作品の上映時間は新聞、劇場公式HP www.eigaya.comまたは劇場にお問合せください。

会員証に記載の有効期限が「2020年5月末」～「2021年5月末」の会員様
⇒　有効期限を2ヶ月間延長

会員証に記載の有効期限が　「2020年5月末」～「2020年10月末」の会員様 

お持ちの会員証に記載の有効期限はそのまま、２ヶ月先の有効期限扱いとなります。
また更新手続きの際は、新しい会員証に記載する有効期限を2ヶ月延長いたします。

例）有効期限 2020年6月末（更新期限2020年7月末）⇒有効期限2020年8月末（更新期限2020年9月末）
　 → 更新手続きをされると、新しい会員証の有効期限は「2021年8月末」となります。

ご不明な点は各劇場へお問合せください。　伏見ミリオン座・センチュリーシネマ

（2020.07.22 発行）

※ 詳細は劇場ＨＰ・チラシ･劇場スタッフへお問い合わせください

©2018  SBS PRODUCTIONS / O SOM E A FÚRIA　© 2018 Photo Guy Ferrandis / SBS Productions

©2018 RSG Financing and Distribution, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

©2018 A24 FILMS LLC. All Rights Reserved.

©2019 ANNAPURNA PICTURES, LLC. All Rights Reserved.

伏見
ミリ
オン座

･センチュリーシネマで
映画
鑑賞し放題の

を
プレゼント♪

シネクラブ会員限定
8月 9月の半券 2枚で応募！

対象･応募期間　　2020.8/1(土)～2020.9/30(水)

当選発表：2020.10/3(土)

激レア!

＜ シネクラブ会員のお客様へ　会員証の有効期限延長について ＞

伏見ミリオン座、センチュリーシネマで鑑賞した
映画の半券を２枚１口で応募。抽選で１名様に伏
見ミリオン座・センチュリーシネマにて使用でき
るフリーパスをプレゼント！
その他 映画グッズは…

11/20(金)センチュリーシネマ公開
「007 ノー・タイム・トゥ・ダイ」
伏見ミリオン座公開
8/7(金)「ハニーボーイ」
8/14(金)「ポルトガル、夏の終わり」
はじめGAGA配給作品

今年両館で大ヒット！
「ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語」
「デッド・ドント・ダイ」
「ミッドサマー」
各作品の映画グッズを抽選でプレゼント♪

監督：アルマ・ハレル/出演：ノア・ジュプ、ルーカス・ヘッジズ
2019/アメリカ/95分/PG12/ギャガ

前科者で無職の“ステージパパ”ジェームズに振り回されなが
ら成長した、元人気子役のオーティスは、父との記憶に向き合
うが…。トラウマを乗り越え、新たな世界へと踏み出す物語。

gaga.ne.jp/honeyboy
©2019 HONEY BOY, LLC.  All Rights Reserved.ハニーボーイ8/7(金)～

新世代スター『フォードvsフェラーリ』のノア・ジュプ主演

監督：トレヴァー・ナン/出演：ジュディ・デンチ、ソフィー・クックソン
2018/イギリス/101分/PG12/キノフィルムズ、木下グループ

仕事を引退し穏やかに暮らすジョーンは、ある日突然、50年
以上前のスパイ容疑で逮捕される。無罪を主張するも次々
と明かされる真実―彼女は一体、何を守ろうとしたのか？

red-joan.jp
©TRADEMARK (RED JOAN) LIMITED 2018ジョーンの秘密8/7(金)～

英国史上最も“意外”なスパイにジュディ・デンチが扮する

新型コロナウイルス感染拡大の影響による劇場休業期間を考慮し、シネクラブ会員証の有効期限を延長しております。

有効期限延長対象

8月の更新手続き受付対象

『ブックスマート　　　
卒業前夜のパーティーデビュー』上映+
上映後トークイベント！

～伏見ミリオン座 移転・
新館オープン1周年記念～

『ブックスマート 
卒業前夜のパーティーデビュー』

ダイノジ　　

第6回大谷ノブ彦映画会　　　

～伏見ミリオン座 移転・
新館オープン1周年記念～

『ブックスマート 
卒業前夜のパーティーデビュー』

ダイノジ　　

第6回大谷ノブ彦映画会　　　

2020

8/31
(月)

19:00
の回

登壇者(予定)：
ダイノジ  

大谷ノブ彦さん

料金：2,000 円
詳細は劇場HP､又は劇場にて



監督：ジェシカ・ハウスナー / 出演：エミリー・ビーチャム、ベン・ウィショー
2019/ オーストリア他 /105 分 / ツイン

研究者のアリスは、持ち主に幸福をもたらす新種の花を開
発する。しかしやがて周囲で奇妙な事が起こり始め…。カン
ヌを震撼させた、怪しくも美しいサイエンス・スリラー。

littlejoe.jp
©COOP99 FILMPRODUKTION GMBH / LITTLE JOE PRODUCTIONS LTD / ESSENTIAL FILMPRODUKTION GMBH / BRITISH BROADCASTING CORPORATION / THE BRITISH FILM INSTITUTE 2019リトル・ジョー8/28(金)～

カンヌ国際映画祭女優賞に輝いた現代スリラー

監督：外山文治/出演：村上虹郎、芋生悠、岡部たかし、康すおん
2020/日本/111分/PG12/東京テアトル

和歌山県御坊日高の美しい自然を背景に、若き男女の切
ない逃避行を描く。豊原功補、小泉今日子らが設立した新
世界合同会社の第一回プロデュース作品。

soiree-movie.jp
©2020ソワレフィルムパートナーズソワレ8/28(金)～

心に傷を負い未来を諦めた若き男女の逃避行

監督：アグニェシュカ・ホランド/出演：ジェームズ・ノートン、ヴァネッサ・カービー
2019/ポーランド他/118分/PG12/ハピネット

若き英国人記者が命をかけて暴きたかったソビエトの偽り
の繁栄 ―― 秘密に覆われた独裁国家へと身を投じ、命の危
険さえ顧みず真実を追った実在のジャーナリストを描く。

akaiyami.com
©FILM PRODUKCJA – PARKHURST – KINOROB - JONES BOY FILM -KRAKOW FESTIVAL OFFICE - STUDIO PRODUKCYJNE ORKA - KINO ŚWIAT - SILESIA FILM INSTITUTE IN KATOWICE赤い闇  スターリンの冷たい大地で8/14(金)～

ソ連が隠した歴史の闇に光をあてる政治サスペンス

監督：ピエール=フランソワ・マルタン=ラヴァル/出演：ジェラール・ドパルデュー
2019/フランス/107分/東京テアトル、STAR CHANNEL MOVIES

わずか8歳でバングラデシュを追われ、父親とパリに移り住ん
だファヒム。故郷で天才チェス少年として有名だった彼は、難
民として生活しながらチェスのチャンピオンを目指すが…。

fahim-movie.com
©POLO-EDDY BRIÉRE.ファヒム パリが見た奇跡8/14(金)～

チェスの盤上で戦い続けた少年の心あたたまる実話

監督：アイラ・サックス/出演：イザベル・ユペール、マリサ・トメイ
2019/フランス、ポルトガル/100分/ギャガ

舞台は「この世のエデン」と呼ばれるポルトガルの世界遺
産、シントラ。バカンスと偽り、一族と友人を集めた女優
のフランキーが仕組んだ“家族劇”とは…？

gaga.ne.jp/portugal
　©2018  SBS PRODUCTIONS / O SOM E A FÚRIA　© 2018 Photo Guy Ferrandis / SBS Productionsポルトガル、夏の終わり8/14(金)～

イザベル・ユペール主演で描く、儚くも美しき人生

監督：中川淳/声の出演：真田アサミ、大西沙織、本渡楓
2020/日本/KADOKAWA

全世界シリーズ累計発行部数600万部の大人気ライトノ
ベル「デート・ア・ライブ」。その中でも異色の存在感を誇
る時崎狂三のスピンオフ作品が新作アニメ化。

date-a-bullet.com
©2020 東出祐一郎・橘公司・NOCO／KADOKAWA／「デート・ア・バレット」製作委員会デート・ア・バレット デッド・オア・バレット8/14(金)～

大人気ライトノベルの新作アニメ化

8/31(月)19:00の回 第6回ダイノジ大谷ノブ彦 映画会 開催！　　
監督：オリヴィア・ワイルド/出演：ケイトリン・デヴァー/2019/アメリカ/102分/PG12/ロングライド

優等生のエイミーとモリーは、遊んでばかりいた同級生も
ハイレベルな進路を歩むことを知り自信喪失。2人は失っ
た時間を取り戻すべく卒業パーティーに乗り込むが…!?

longride.jp/booksmart
©2019 ANNAPURNA PICTURES, LLC. All Rights Reserved.ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー8/21(金)～

オリヴィア・ワイルド初監督作のハイスクールコメディ！

監督：ウェイン・ロバーツ/出演：ジョニー・デップ、ローズマリー・デウィット
2018/アメリカ/91分/R15+/キノフィルムズ 配給協力：REGENTS

順風満帆な人生を送っていたリチャードは突然、余命半年を
告げられる。さらに妻から上司との不倫を告白され…!?崖っ
ぷち男が人生の愛おしさを見つける爽やかな人間ドラマ。

goodbye-richard.jp
©2018 RSG Financing and Distribution, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.グッバイ、リチャード！8/21(金)～

ジョニー・デップ×アカデミー賞®受賞プロデューサー

＊各作品の上映時間は新聞、劇場公式HP www.eigaya.comまたは劇場にお問合せください。

9/4(金)公開 「人数の町」

9/4(金)公開 「リスタートはただいまのあとで」

9/11(金)公開 「窮鼠はチーズの夢を見る」

9/18(金)公開 「Daughters」

9/25(金)公開 「リアム・ギャラガー：アズ・イット・ワズ」

9/25(金)公開 「鵞鳥湖の夜」

10/9(金)公開 ｢本気のしるし＜劇場版＞｣

センチュリーシネマ公開作品▽

7/24(金)公開 「プラネティスト」
8/7(金)公開 「破壊の日」
9/4(金)公開 「mid90s ミッドナインティーズ」
9/4(金)公開 「ファナティック ハリウッドの狂愛者」
9/4(金)公開 「パヴァロッティ 太陽のテノール」
9/11(金)公開 「ソニア ナチスの女スパイ」
9/11(金)公開 「マイ・バッハ 不屈のピアニスト」
9/11(金)公開 「スペシャルズ！
 ～政府が潰そうとした自閉症ケア施設を守った男たちの実話～」

伏見ミリオン座公開作品 ▽

豊田利晃監督作品

@fusimimillionza　  twitter 伏見ミリオン座･センチュリーシネマの最新情報をお届け♪

監督：竹中優介
2020/ 日本 /119 分 /TBS テレビ、キグー

アイドルグループ日向坂46のデビュー1年目に密着したド
キュメンタリー。華々しい活動の裏側に隠れたメンバーたち
の苦悩と、日向坂46としての魅力を探し求める姿を描く。

hinatazaka46-documentary.com
©2020映画「3年目のデビュー」製作委員会 All Rights Reserved.3年目のデビュー8/7(金)～

日向坂46初のドキュメンタリー

監督：ギョーム・ニクルー/出演：ギャスパー・ウリエル、ギョーム・グイ
2018/フランス/103分/R18+/キノフィルムズ、木下グループ

1945年、仏領インドシナ。虐殺を生き延びたロベールは、
兄を殺したベトナム軍将校に復讐を誓い…。戦場での悪
夢のような日々を、1人の仏兵の視点から描く。

konoyonohate.jp
©2017 Les films du Worso - Les Armateurs - Orange Studio - Scope Pictures - Rectangle Productions - Arena Films - Arches Films - Cinefeel 1 - Same Player - Pan Europeenne - Move Movie - Ce Qui Me Meutこの世の果て、数多の終焉8/21(金)～

復讐に駆られる1人の兵士が見た、植民地支配の闇

監督：ギャヴィン・フッド/出演：キーラ・ナイトレイ、レイフ・ファインズ
2018/イギリス/112分/東北新社、STAR CHANNEL MOVIES

イラク戦争でのアメリカの違法行為を全世界にリークし
た“キャサリン・ガン事件”を映画化。国家権力に立ち向か
った英国諜報職員をキーラ・ナイトレイが演じる。

officialsecret-movie.com
©2018 OFFICIAL SECRETS HOLDINGS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.オフィシャル・シークレット8/28(金)～

イラク戦争を止めようとしたある女性の実話

監督：ハイロ・ブスタマンテ / 出演：マリア・メルセデス・コロイ
2018/ グアテマラ /97 分 / ギャガ

虐殺を指揮するも無罪となった元将軍エンリケは、屋敷に戻っ
た日から謎の泣き声を耳にし始め…。グアテマラの血塗られた
歴史と中南米の怪奇伝説が織り交ざる、美しき恐怖の物語。

gaga.ne.jp/lallorona
©COPYRIGHT LA CASA DE PRODUCCIÓN - LES FILMS DU VOLCAN 2019ラ・ヨローナ ～彷徨う女～8/21(金)～

中南米に古くから伝わる怪談を現代ホラーとして映像化

監督：ダニエル・シャイナート / 出演：マイケル・アボット・ジュニア
2019/ アメリカ /100 分 /PG12/ ファントム・フィルム

アメリカの片田舎を舞台にした珍事件の顛末を描く、ミス
テリー仕立てのダークコメディ。“ディックの死の真相”が
明らかになった時に起こるドタバタと悲哀を映し出す。

phantom-film.com/dicklong-movie
©2018 A24 FILMS LLC. All Rights Reserved.ディック・ロングはなぜ死んだのか？8/7(金)～

A24×怪作『スイス・アーミー・マン』監督のタッグ再び

監督：ジョン・ルーカス、スコット・ムーア / 出演：アダム・ディヴァイン
2019/ アメリカ、カナダ /84 分 /PG12/ ショウゲート

友達ゼロ・恋人ゼロのフィルは、ライフコーチ機能“ジェク
シー”が搭載されたスマホを手に入れるが…!?持ち主に恋
してしまうスマホの暴走を描く最恐ラブ(？)コメディ！

jexi-movie.com
©2019 CBS Films Inc. All Rights Reserved.ジェクシー！ スマホを変えただけなのに8/14(金)～

「ハングオーバー！」シリーズの脚本家コンビ最新作

監督：バート・スターン / 出演：ルイ・アームストロング、セロニアス・モンク
1959/ アメリカ /83 分 /KADOKAWA

1958年夏に開催された「ニューポート・ジャズ・フェステ
ィバル」の映像を収めたドキュメンタリー。レジェンド達
による圧倒的迫力のパフォーマンスが鮮やかに蘇る。

cinemakadokawa.jp/jazz4k
©MCMLIX BY RAVEN FILMS, INC.真夏の夜のジャズ 4 K8/21(金)～

伝説のミュージシャンたちが魅せる奇跡のドキュメンタリー

監督：今野恭成
出演：松田岳、
三山凌輝、笹翼
2019/日本/77分/ユナ
イテッドエンタテイン
メント
engawa-lovers.united-ent.com
©2019「縁側ラヴァーズ」製作委員会

縁側ラヴァーズ8/14(金)～8/20(木)

人気の舞台俳優、2.5次元俳優が出演
監督：今野恭成
出演：日向野祥、
瀬戸啓太、中尾拳也
2019/日本/78分/ユナ
イテッドエンタテイン
メント
engawa-lovers.united-ent.com
©2019「縁側ラヴァーズ2」製作委員会

縁側ラヴァーズ28/14(金)～8/20(木)

縁側を愛する男達の人情コメディ続編


