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最新情報は
劇場公式 HP
eiga.starcat.co.jp
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（『ユリイカ』
『Helpless』他 映画プロデューサー）

いつでも

シネクラブ

映画鑑賞料金

伏見ミリオン座・センチュリーシネマで年間150本以上の映画を上映。両劇場共通で観るほどお得になる共通会員サービス

円！

7/8(金) X エックス

7/29(金) 1640日の家族

©2022 Over The Hill Pictures LLC All Rights Reserved.

©2021 Deuxieme Ligne Films - Petit Film All rights reserved.

8/12(金) キングメーカー 大統領を作った男

8/5(金) L.A.コールドケース

特典

一般料金




の
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年会費：，
円（更新：,円）

満60歳以上方
の

の

障がい者手帳をお持ち方

学生

の
方

年会費：，
円（更新：円）



年会費：，
円（更新：円）

鑑賞ポイント10ポイントで1回ご招待！
1回有料鑑賞ごとに1ポイ
10ポイ
1回有料鑑賞ごとに1ポイン
ント
トを進呈、
を進呈、
10ポイン
ント貯ま
ト貯まる
ると直営映画館に1回ご招待
と直営映画館に1回ご招待

毎週月曜…センチュリーシネマ

Wポイントデー！ 毎週火曜…伏見ミリオン座
1回有料鑑賞で2ポイントを進呈

カフェでドリンク割引あり

伏見ミリオン座・
センチュリーシネマの

その他にもお得な特典あり！

ⓒ 2021 MegaboxJoongAng PLUS M & SEE AT FILM CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

映画鑑賞料金表

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。未就学児のお客様は入場をお断りしております。

シネクラブ会員 (要会員証)
一般
シニア (60際以上/要年齢証明)

1,100

円

1,900

円

1,300

円

大学生・専門学生 (要学生証)

1,500

円

18歳未満 (小学生〜高校生/要年齢証明)

1,000

円

障がい者手帳をお持ちの方

1,000

円

1,100

円

(要障がい者手帳)

スターメンバーズカード

をお持ちの方 (要スターメンバーズカード)

各種割引

※割引併用不可

レイトショー (20時以降/対象外あり)

1,400 円

センチュリーシネマの

1,200 円

伏見ミリオン座の

木曜サービスデー

1,200 円

映画サービスデー (毎月1日)

1,200 円

水曜サービスデー

センチュリーシネマ窓口購入のみ

パルコカードご提示割引

かわいい

お菓子と雑貨の
ポップアップ開催
NY でバーを経営するボスのもとに、タイで暮らすウードから数年
ぶりに電話が入る。白血病で余命宣告を受けたので、最期の頼みを
聞いてほしいというのだ。タイに駆けつけたボスが頼まれたのは、
元恋人たちを訪ねる旅の運転手。カーステレオから流れる思い出の
曲が、2 人がまだ親友だった頃の記憶を呼びさます。忘れられなかっ
た恋への心残りに決着をつけたウードを、ボスがオリジナルカクテ
ルで祝い、旅を仕上げるはずだった。だが、ウードがボスの過去も
未来も書き換える〈ある秘密〉を打ち明ける──。

200 円引き

全てのご来場のお客様にマスクの着用をお願いいたします。
着用いただけない場合、ご来館をお断りさせていただきます。

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）

おいしい

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！

伏見ミリオン座にて

お菓子と

国産やオーガニックの材料を使用した

手作りの雑貨を販売します♪

【伏見ミリオン座･センチュリーシネマ メールマガジン】

(���)���-����
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

映画屋マガジン
かんたん登録 !

センチュリー � …��� 席
センチュリー �･･･ �� 席
（総座席数 : ��� 席）

東館 8F

NPO法人ポパイとアイル植田のポップアップ！詳細 随時更新

舞台挨拶や上映イベントなど伏見ミリオン座
センチュリーシネマの最新情報を即時お届け♪

w
follo me!
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！

© 2018 Good Films Enterprises, LLC

をフォローしてね！


「俳優たちの下手な演技にキレた
監督が、本物のゾンビを召喚してク
ルーを襲わせ、超リアルな映像をモ
ノにする!」
という日本で大ヒットし
た映画のリメイクをカメラ1台でワ
ンカット撮影するよう依頼されたの
は、
フランスの監督。現場には、監督志望だが純粋すぎて空気の読めない彼の
娘と、熱くなると現実とフィクションの区別がつかない妻も加わり大混乱！問題
ばかりの製作チームは、全く話のかみ合わない日本人プロデューサーとのバト
ルを乗り越え、
ラストシーンまで完走できるのか？フランスでも映画を愛する者

カメラは止めない！

の誓いはひとつ！何があっても、

監督：ミシェル・アザナヴィシウス
出演：ロマン・デュリス、ベレニス・ベジョ、
グレゴリー・ガドゥボワ、
フィネガン・オールドフィールド、マ
チルダ・ルッツ、竹原芳子 2021年/フランス/112分
© 2021 - GETAWAY FILMS - LA CLASSE AMERICAINE - SK GLOBAL ENTERTAINMENT - FRANCE 2 CINÉMA - GAGA CORPORATION

8.5FRI

監督：バズ・プーンピリヤ
出演： トー・タナポップ、
アイス・ナッタラット、
プローイ・ホーワン、
ヌン・シラパン、
ヴィオーレット・ウォ
ーティア、オークベープ・チュティモン
名古屋PARCO
2021年/タイ/129分/PG12
東館8階
©2021 Jet Tone Contents Inc. All Rights Reserved.

