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日本未公開の最新のイタリア映画７本を一挙上映！
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主催：イタリア文化会館、
朝日新聞社、
イスティトゥート・ルーチェ・チネチッタ／後援：イタリア大使館、
イタリア総領事館
運営・宣伝協力：有限会社オフィス・リブラ／字幕協力：アテネ・フランセ文化センター
お問い合わせ：050-5542-8600
（ハローダイヤル：〜5月27日）
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MADE IN ITALY [Luciano Ligabue]
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リーガ
ロイヤルホテル

川

12：20〜

『メイド・イン・イタリー』
Made in Italy／2018, 102min

監督：ルチャーノ・リガブエ／Luciano Ligabue

15：20〜

17：50〜

『フォルトゥナータ』

『シチリアン・ゴースト・ストーリー』

Fortunata／2017, 103min

Sicilian Ghost Story／2017, 126min

監督：セルジョ・カステッリット／Sergio Castellitto

監督：アントニオ・ピアッツァ、
ファビオ・グラッサドニア／
Antonio Piazza, Fabio Grassadonia

国民的人気を誇るシンガー・ソングライター、
リガブエの3作目。

名優の一人で、
監督としても活躍するカステッリットの第６作で、

主演にステファノ・アッコルシを迎え、
無名の一市民の生き様を通

幸せを求めて夢を実現するために奮闘する女性の物語。
「幸運」
を

デビュー作
『狼は暗闇の天使』
（イタリア映画祭
『サルヴォ』
）
がカ

してイタリアへの愛憎を描く人間賛歌の感動作。
リコは精肉工場

意味する名前にもかかわらず、
フォルトゥナータの結婚生活は夫

ンヌ国際映画祭の批評家週間でグランプリに輝いたコンビの2

で働く中年の労働者。
グローバル化の影響で工場を去らざるを

の暴力で破綻し、
離婚が間近だった。
独立して生きるために美容

作目。
25年前にシチリアで起きた出来事から寓話的な恋物語を

得ない同僚が出る中、
解雇されることもなく、
妻や友人たちとの

師の闇の仕事を懸命にこなし、
自分の店を持つことに順調に突き

紡ぐ。お互いに好意を抱く13歳のルナとジュゼッペ。
２人の仲が

関係も良好で一見幸せに見えたが、
実は心の空虚感を埋められ

進んでいたが、
一人娘が心理カウンセリングを受け始める医師と

深まろうとする矢先に、
ジュゼッペは失踪する。
なぜか周囲の大

ないでいた。
心機一転を図ろうと、
友人たちとローマへの旅に出る

の出会いが運命を変える。
カンヌ国際映画祭
「ある視点」
部門で

人たちが口をつぐむなか、
ルナは懸命に彼の行方を追う。
はたし

が、
ローマでの出来事が思わぬ事態を招く。

ジャズミン・トリンカが最優秀女優賞を受賞。

てルナはジュゼッペと再会できるのだろうか？ カンヌ国際映画
祭批評家週間オープニング作品。

11：00〜

『チャンブラにて』
A Ciambra／2017, 120min

監督：ジョナス・カルピニャーノ／Jonas Carpignano

14：00〜

16：20〜

『いつだってやめられる＿名誉学位』

『環状線の猫のように』
Come un gatto in tangenziale／2017, 98min

Smetto quando voglio - Ad honorem／2017, 102min

監督：リッカルド・ミラーニ／Riccardo Milani

監督：シドニー・シビリア／Sydney Sibilia

マーティン・スコセッシから
「感動的で美しい映画」
と絶賛され、

ヒット作を連発するミラーニ監督が、
『これが私の人生設計』
の主

絶妙なキャラ設定とセリフ、
予測不能な物語と斬新な映像演出

米アカデミー賞外国語映画賞のイタリア代表に選ばれたカルピ

演パオラ・コルテッレージと再びタッグを組み、さらにアントニ

で観客を大いに沸かせたコメディー3部作がついにフィナーレ。
神

ニャーノ監督の第2作。前作『地中海』と同じく南イタリアのカラ

オ・アルバネーゼも迎えて大ヒットしたコメディー。
ローマの中心

経生物学者のズィンニをリーダーに、
不遇な研究者たちが集結し

ブリアを舞台に、
ロマの少年がたくましく生き抜く姿を生々しく

に住み、
シンクタンクで社会的統合の問題に携わるインテリの

た素人ギャング団はスマートドラッグの製造に成功。
その腕を買

描く。
14歳にして酒と煙草をたしなむピオは、兄のコジモからス

ジョヴァンニ。多様な人種が混在する郊外で調理スタッフとして

われて警察から秘密裏にドラッグの蔓延防止という真逆のミッ

トリートで日々の糧を得る術を学び、家族やロマの仲間を支え

働き、
日々の生活に追われるモニカ。
生活環境が全く異なり知り

ションを与えられる。
それをクリアかと思いきや、
新たな強敵が出

ていた。だが、コジモが失踪。大きな負担が肩にのしかかってき

合うことはなかったはずの2人だが、
彼らの子どもが好意を抱き

現。
強敵はヤバい犯罪を計画していて、
窮地に立たされるズィンニ

たピオは、
危ない橋を渡ることにする。

合うことから、
やむを得ず交流することになる。

たちは、
それを防ぐべく知恵を絞り奔走する。

■入場料（税込）※前売券・当日券全席指定
一

般

学生・60歳以上

前売１回券（日時指定）

当日１回券（日時指定）

1,300円

1,600円

1,200円

1,500円

取扱

/ABCホール

SCREEN

《指定席配置図》
舞台前区域

前方区域

■前売券をお買い求めの方へ
購入方法：

18：40〜

『ザ・プレイス』
The Place／2017, 105min

監督：パオロ・ジェノヴェーゼ／Paolo Genovese
『おとなの事情』
の巧みなストーリーテリングが舌を巻かせたジェ
ノヴェーゼ監督の新作。
カフェ
「ザ・プレイス」
には毎日ずっと居続
ける謎の男がいる。
たえず訪問者がいて、
彼らは自身の願いを男
に訴え、
男はそれを叶える条件としてそれぞれに特異な任務を与
える。
はたして、
彼らは任務を遂行できるのだろうか？ 男が任務
を与える理由とは？ 謎の男にヴァレリオ・マスタンドレア、
訪問者
にアルバ・ロルヴァケル、
マルコ・ジャッリーニなどスターが多数出
演。
ローマ国際映画祭クロージング作品。

①

●発売日：4月21日
［土］
10：00から

後方区域

店内マルチコピー機で直接購入

※座席エリア席種を選択後、座席は自動指定となります。手数料は0円です。

②

インターネットから予約 http://7ticket.jp/sc/hlrw ➡

でお支払・発券

※座席選択可能です。1枚につき108円の手数料がかかります。 ※セブン‐イレブンの営業時間は、店舗により異なります。メンテナンス時間はご購入できません。

※会場付近のセブン‐イレブンもご利用いただけます。

※上映当日0：00からは当日券料金での販売となります。

●注意事項

ターネットから予約の購入方法に限り、座席選択ができます。

当日券は、セブンチケットとABCホール会場で販売します。前売券が
※５月26日（土）12:20〜の『メイド・イン・イタリー』の回は、上映後に野村雅夫さ
完売の回も当日券を販売しますが、ABCホールでのみの販売になります。
ん（FM802 DJ）によるトークショーが、同日17:50〜の『シチリアン・ゴースト・

※前売券の販売は各上映の前日23:59までです。当日券はその日の上映分を、
セブン

ストーリー』の回は、上映後にマルコ・マンカッソーラさん（原作者）によるトーク

10:30から販売します。
チケットの払い戻し、交換、再発券はいたしません。高・専・大

※すべて日本語字幕付きの上映です。上映は各回入れ替え制、定員300名、開場

チケットでは各上映日の0:00から、ABCホールでは26日は11:00から、27日は
生、60歳以上の方は、ご来場時に必ず身分の証明となるものをお持ちください。

※全席指定です。3区域「舞台前」
「前方」
「後方」のいずれかを選んでご購入いただ

けます。なお、
「舞台前」の席は可動席です。
「舞台前」は段差がありません。イン

ショーとサイン会があります。入場無料です。

は上映20分前です。上映作品はイタリア側の都合により、変更の可能性があり

ます。上映作品はこの映画祭のために素材を輸入するため、英語字幕などが入っ
ている可能性があります。上映フォーマットは、DCPの予定です。

