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上映時間、最新情報は劇場公式HP eiga.starcat.co.jp
@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♪

加賀まりこさんにコメントをいただきました！

監督：和島香太郎

出演：加賀まりこ、塚地武雅

2021/日本/77分/ハピネットファントム・スタジオ ©2021「梅切らぬバカ」フィルムプロジェクト

貴重なインタビュー映像を彩りに

監督：スティーヴン・キジャック/ 出 演：ヘレナ・ハワード
2 0 2 1 年 /アメリカ=イギリス/ 9 1分 / 配 給：パ ルコ

『キャロル』
トッド・ヘインズ 監督 ×マーク・ラファロ×アン・ハサウェイ

映画鑑賞料金表
監督：トッド・ヘインズ

一般

2019/アメリカ/126分/キノフィルムズ

1,900 円

高・大学生

12/17(金)

※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
( 年齢の分かるものをお持ち下さい。)
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。

各種割引

映画サービスデー ( 毎月 1 日 )

1,100 円

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

1,200 円

(20 時以降の回／
一部対象外あり )

1,400 円

1,600 円

※

レディースデー

小・中・留学生 1,200 円

※

レイトショー割引

シニア (60 歳以上 ) 1,300 円

※

夫婦 50 割引

2,400 円

© 2021 STORYTELLER DISTRIBUTION CO., LLC.

伏見ミリオン座の
当日鑑賞券を
持って
お店へ行くと､お
得なサービス
♥♥

美味しい
しいコラボレーション♪
※詳細は劇場HP・伏見ミリオン座 館内の掲出をご覧ください

参加店舗はこちら ▼
・ブラッスリー グルートン
・ビストロ グルートン
・YOSHINO BAR
・伏見サロン
・会員制総合卸 万勝
・【cop-u-la】 コプラ
・MITTS COFFEE STAND

・瓦ソバ PIN
・グリルマン
・Irish pub Shamrock( シャムロック)
・OnyVa！（オニヴァ！）
・お酒の美術館 錦伏見店
・お酒の美術館 伏見地下街店

参加店舗募集中！

参加店
舗
ぞくぞく追加
中！

伏見ミリオン座
の映画鑑賞券で
伏見ミリオン座の
映画鑑賞券で

・Coat of Arms
Pub and Restaurant
・鳥開総本家 伏見店
・ソルティー シュガー
・うえの山 坂本
・ゴダワリ カフェ＆レストラン

各種割引併用不可

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。

伏見ミリオン座と
センチュリーシネマの
上映時間を
毎週 メールでお届け！
【伏見ミリオン座･センチュリーシネマ メールマガジン】

映画屋マガジン

空席は
あるかな？

かんたん登録 !

シアターは
何番だろう？
センチュリーシネマ
上映スケジュール

WEB購入は2日前からOK
WEB購入後の変更、
キャンセルは不可
21.10.25現在

※

伏見ミリオン座
上映スケジュール

今日の上映時間は
何時だろう？

？

お得な特典を
CHECK!

※窓口購入のみ適用

ミリオン � … ��� 席 ミリオン � … ��� 席
ミリオン � … �� 席 ミリオン４… �� 席
（総座席数 : ��� 席）

各劇場の本日の
上映時間や空席状況をチェック

〜ネパール＆アジアン料理・本場の味〜

伏見ミリオン座まで
☎(052)212-2437

パルコカード・駐車券ご提示 200 円引

センチュリーシネマ

地下鉄名城線｢矢場町｣駅 名古屋 PARCO 東館 B�F
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 � …��� 席
センチュリー �･･･ �� 席
（総座席数 : ��� 席）

東館 8F

当劇場は一週間ごとに上映時間
を決定します。毎週火曜に上映
スケジュール、
毎月第 1・3 水曜日には公開前
の映画情報をお送りします！

