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リコリス・ピザ
70年代アメリカ。偶然に出会った男女
の恋模様を瑞々しく描く、P・T・アンダ
ーソン監督最新作。

7/1(金)～
ロックン・ロール・サーカス
 4Kレストア版
1968年にザ・ローリング・ストーンズ
が撮影し、封印されたままだった伝説
的作品を日本初劇場公開。

8/5(金)～ 特別料金：一般1,500円 その他：通常

チャーリー・イズ・マイ・ダーリン
2Kレストア版

1965年のアイルランド・ツアーを追っ
た、ストーンズ初の記録フィルム。圧巻
のパフォーマンスをスクリーンで。

8/5(金)～ 特別料金：一般1,500円 その他：通常

わたしは最悪。
気移りが激しい30歳のユリヤの正直
すぎる本音と選択を圧倒的なリアリテ
ィで描く、新時代のラブストーリー。

7/1(金)～

スープとイデオロギー
『かぞくのくに』のヤン・ヨンヒ監督が、
「済州4･3事件」の実体験を語る母を映
したドキュメンタリー。

7/1(金)～

こちらあみ子
芥川賞作家・今村夏子のデビュー作を
映画化。少し風変わりな小学5年生のあ
み子の生活を鮮やかに描き出す。

7/8(金)～

アルピニスト
断崖絶壁に単独・命綱無しで挑む、若き
天才アルピニストに密着したヒューマ
ン・ドキュメンタリー。

7/8(金)～

キャメラを止めるな！
異例の大ヒット作『カメラを止める
な！』を、アカデミー賞®受賞作『アーテ
ィスト』の監督がフランスでリメイク。

7/15(金)～

戦争と女の顔
第二次世界大戦後のレニングラード
で、PTSDを抱えながら生きる元女性兵
士たちの物語。

7/15(金)～

母へ捧げる僕たちのアリア

昏睡状態の母を3人の兄と介護する14
歳の少年が、オペラ歌手との出会いか
ら歌う喜びを知る、ひと夏の物語。

7/22(金)～

夜明けの夫婦
二世帯住宅の家庭での、孫を望む姑と
息子夫婦のギャップを巡って巻き起こ
る“純粋社会派深刻喜劇”。

7/22(金)～7/28(木)

ボイリング・ポイント/沸騰
ロンドンの高級レストラン。クリスマ
ス前夜の騒々しい舞台裏を、驚異の全
編ワンショットで映し出す。

7/15(金)～

アウシュヴィッツのチャンピオン

ホロコーストを生き抜いたボクサーの
知られざる半生を、実話を基に描く衝
撃作。

7/22(金)～

魂のまなざし
モダニズムを代表する画家ヘレン・シ
ャルフベック。最後の愛と友情を北欧
の美しい自然と共にとらえる。

7/29(金)～

1 6 4 0日の家族
里親と息子の幸せな日々に、突然訪れ
たタイムリミット。彼らが選んだ未来
とは？実話に基づく感動作。

7/29(金)～

ナワリヌイ
プーチン最大の敵と呼ばれ、毒殺未遂
から一命を取り留めた露反体制派のカ
リスマを追うドキュメンタリー。

7/29(金)～

長崎の郵便配達
『ローマの休日』のモチーフになった元
英国空軍大佐と長崎で被爆した少年の
交流の足跡を、娘が辿るドキュメンタ
リー。

8/5(金)～

ぜんぶ、ボクのせい
力強い語り口と鮮烈な映像で、少年と
孤独を抱えた人々の交流を描いた骨太
な人間ドラマ。

8/12(金)～

こどもかいぎ
子どもたちが「かいぎ」をする保育園を
1年間に渡って撮影したドキュメンタ
リー。

8/12(金)～

L . A .コールドケース
偉大なラッパー2人の未解決射殺事件
の真相を追う刑事と記者の実話に基づ
くクライム・サスペンス。

8/5(金)～

ファイナル  アカウント
第三帝国最後の証言

武装親衛隊士官から、強制収容所の警
備兵、ドイツ国防軍兵士まで、高齢になっ
た「ホロコースト加害者」たちの証言を記
録したドキュメンタリー。

8/5(金)～

キングメーカー
大統領を作った男
韓国大統領選の裏側で、「影」として生
きた選挙参謀がいた…。実話を基にし
た衝撃サスペンス。

8/12(金)～

あなたと過ごした日に
70年代、麻薬カルテルが台頭するコロン
ビアで庶民に尽くす医師の父と、彼に翻
弄されながら成長する息子の実話。

8/19(金)～

ロッキーVSドラゴ：ロッキー4

ボクシング映画の名作『ロッキー4 炎
の友情』に未公開映像を追加した、スタ
ローン自身による再編集版。

8/19(金)～

スワンソング
伝説のヘアメイクドレッサーが親友の
ための最後のメイクへ。実在の人物を
モデルにしたハートフル・ムービー。

8/26(金)～

青
山
真
治
追
悼
特
集
上
映

劇 場 版  R E : c y c l e  o f  
t h e  P ENGU I NDRUM
後編　僕は君を愛してる

2011年放送のTVアニメ「輪るピングドラム」
を“RE:cycle=再構築”した劇場版の後編。

7/22(金)～

セルビアンフィルム
4Kリマスター完全版
映画史上最も残酷な描写の連続で人で
なし映画の金字塔と呼ばれ、世界で封印
された問題作が4Kリマスターで解禁。

7/22(金)～

グレイマン
CIA屈指の凄腕暗殺者“グレイマン”は
ある一件からCIAに追われる身とな
る。ルッソ兄弟が手掛けるアクション。

7/15(金)～7/28(木)

君たちはまだ長いトンネルの中

女子高生が増税反対を訴え戦う漫画を
実写映画化。高校生たちが日本の未来
を問う社会派青春ストーリー。

7/15(金)～7/21(木)

なまず
「梨泰院クラス」でブレイクしたイ・ジ
ュヨン主演作。世界の映画祭も大注目
の、半径0.5mの近距離恋愛群像劇。

7/29(金)～

E U R E K A／ユリイカ
デジタル・マスター完全版

7/29(金)～8/1(月)

He l p l e s s
8/2(火)～8/4(木)

特別料金：一律2,000円

特別料金：一律1,500円

7/29（金）～31（日） 仙頭武則プロデューサートークイベント開催！

アドレノクロム
人の臓器から抽出される麻薬の都市伝説
を題材に、猟奇殺人集団の恐怖を描くバ
イオレンス・ドラッグハイ・ムービー。

7/29(金)～

運命のマッチアップ
台湾の高校バスケットリーグで活躍し
た実在の兄弟から着想を得た、青春エ
ンターテインメント。

7/15(金)～

C . R . A . Z . Y .
60年代、保守的な家庭で育った仏系カ
ナダ人青年のアイデンティティ確立ま
での葛藤と成長を描く青春映画。

7/29(金)～8/4(木)

ブライアン・ウィルソン
約束の旅路
元ビーチ・ボーイズのブライアン・ウィルソ
ンに密着した初のドキュメンタリー。軌跡
を辿る旅路の果てに見えた素顔とは？

8/12(金)～

プアン 友だちと呼ばせて

余命宣告を受けた青年と親友の旅で明
かされる秘密とは？タイ発、ノスタル
ジーが胸を締め付ける青春物語。

8/5(金)～

セイント・フランシス
子守の短期仕事で6歳の少女と両親の
レズビアンカップルに出会ったフラン
シスは、少しずつ人生が変わっていく。

8/19(金)～

パトニー・スウォープ
デジタル・レストア・バージョン

特別料金：一般1,500円

カウンター・カルチャーの異端児であり続
けたダウニー・Jrの実父、ロバート・ダウニ
ー監督の幻の作品を日本初公開！

8/22(月)～

ウラギリ
妬みや裏切り、パワハラなどさまざまな人
間模様の中で“信じること”を問いかける
サスペンス＆ヒューマンストーリー。

8/22(月)～

グリーンバレット
『ベイビーわるきゅーれ』の阪元
裕吾監督の最新作。殺し屋×ミス
マガジン6人で繰り広げる本格ア
クション。

8/26(金)～

彼女のいない部屋
現実と想像が混ざるショットの連なりから
家族を巡る真実が露わになる。名優マチ
ュー・アマルリック渾身の監督作。

8/26(金)～

復讐は私にまかせて
インドネシア発！究極のジレンマに苦
しむ男女の壮絶な運命を描く嵐のよう
なラブバイオレンス。

8/26(金)～9/8(木)

ラストサマーウォーズ
自然豊かな埼玉県入間市を舞台に、自
主映画制作に奮闘する小学生たちのひ
と夏を描いた青春ジュブナイル映画。

7/1(金)～

ルッツ  海に生きる

地中海の島国マルタ。伝統漁に誇りを
もち、漁師として生きてきた男の葛藤
と決断を描く人間ドラマ。

7/1(金)～

X 　エックス
『ミッドサマー』のスタジオA24が新た
に放つ、途中下車不可能な真夏のエク
ストリーム・ライド・ホラー！

7/8(金)～

日向坂46 ドキュメンタリー映画 第2弾

希望と絶望　その涙を誰も知らない

東京ドームでの初ライブ発表から、約2
年間の延期を乗り越え、開催に至るま
でに密着したドキュメンタリー。

7/8(金)～

本日のセンチュリーシネマの
上映時間や空席状況をチェック ▶
WEB購入は2日前から可能
WEB購入後の変更、キャンセルは不可

地下鉄名城線｢矢場町｣駅 名古屋PARCO東館8F

＊各作品の上映時間は劇場公式HP eiga.starcat.co.jp または劇場にお問合せください

本日の伏見ミリオン座の
上映時間や空席状況をチェック ▶
WEB購入は2日前から可能
WEB購入後の変更、キャンセルは不可


