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蘇える金狼胡″カラ̈ ν
“ 野獣死すべし

松田IE作 が徹底した役作りで鋳籠として
飛躍した.ハードボイルド・アクション:

一人センセーションを巻き起こした大藪春彦の
処女作を映画イヒ.ベ トナムII争 を体験 した男が
銀 17を襲撃 殺人を重ねていく.松 口 優 作は

奥歯を抜き、8キ ロの減■をして狂気の青年役
を体現、役者として新境地を拓いた。

臓●:II川 透 凛作,大藪
=滲

 脚奉:丸山昇―
ll影:仙元馘= 実行:今村力 青楽,たかしまあき0こ
出演:松田優作 小林麻彙 菫曰日出男 塵賛文史

昼と夜、全く別の顔を持つ男を描く、

大ヒツトを記録したハードポイルド・アクション!

昼は平几なサラリーマン、夜は反逆のオを剥く一匹狼、鍛えられた肉体と天才的

な頭脳を武器に、自らの野望のお挑んだ男が栄光の果でに見たものは一。海外

で実弾経験を■んだ松日経作の華服なるガンアクションも必見 !

監督 :村川透 原作 ,大藪手摩 脚本 :永原秀―

撮影:仙元諄二 癸術 :佐 谷晃能 音楽 ケーシー Dランキン

主燿歌莉野電子「摯える全猥のテーマJ

出贅 :松口■作 工吹ジュン 成 口三樹夫 千葉真―

復活の日側年カラ」
“
分だスタ

新■0ウイルスにより人類鷹 亡―
南極に,された人間たちをIEく社大な感動超大作:

小松左京の原■発表から映画の完成まで16■
アラスカから南極まで地球を縦断した200日 に工ぶ

海外ロケ ハリウッドスターの運用など 膨大な時間
と冨顔な製+彙 を投じ映画イヒされ大ヒットを記録
した、感動の人間ドラマ!

監督 膊本,澪作欣二 原作,4ヽ松と東
関奉:出田客治 グレゴリー ナップ 撮影(木村大作
姜桁■ 月凛良 音楽:羽 田健太郎
主題歌:ジャニスイアレ「ユーアーラ冽
出洟,事刈正llボースベンソンオリヴィアハッセー

グレンフォードIttII(夏八木勲)“形■

ぼくらの七日間戦争

インチキな大人に宣戦布告 :

宮沢りえがスクリ…ンデビューを果たした青春映回の傑作 !

校則の厳しい青葉中学1年 A組の生徒たちがある日突然集団失踪!慌て
ふためく大人たちだったが、彼らは廃工場に立てこもつていた…。宗田理の
ベストセラー小鋭の映画イヒ。宮沢りえの初々しくも凛々しい姿に注目!

監督 口本:書籠It呂志 原作:宗口理 脚奉:前日輌之介
撮影:河 崎敏 彙術 J颯秀高 音楽:イ建 哲哉
主題歌:TM NETWORKiSEVEN DAYS WARJ
出瀾薇 池健―郎 宮沢りえ 童口日出男 資来千責子 浅茅田子

スロ…なブギにしてくれ
:中年,と■年と 目のような少女――

:喜 :a薔庸
と危うさを描く

lTき 場のない衰しさや■福への渇望…移りゆく
季節の中で織りなされる男と女の心と心の交流
そして,春との議,1を え才 藤口餞′ヽが描く、■
く切ない青春物籠。猫のような少女を魅力的に

演した浅野温子も必見 !

壺督,●田崚八 原作:片円薔男 膊本:内 国栄―

撮影:贅藤庄平 美術犠 辺平八郷 詈楽監督哺 住■
主饉嗽南ヽ饉争fス ロー●プギにしてくれ,

出漬洩ヽ野濾子 吉層各雅人 厭日芳雄 山ll努

ねらわれた学園
用‖車の優作SFジュブナイルを嗅画化 .

角川曖目初の

テイーン向け作品として大ヒット1

破 像の魔術師とも

▼フリー′ヽスの販売

0高崎電気館のみ

(6/3[土 ]～ 6/13[火 ]まで販売)

:記脇 臨 脇 )|

■メンパーズ会員当日
■800円 (税込み)

同じ日の2本目から1作品券 800円
×3本目でも4本日でも1作品800円です (同 日に限る)。

1作品券
1基築纂」鶴錯導薔で

~ズ 2017年

高崎電気能

お問合せ

027‐ 395‐ 0483

tA/EB

■全作品フリーパス券
1則試ぎ殺 賜 騒 簾

尉を自由に餞賞いただけま鳥
■7,000円 (税込み)

彙ヽム倉忌身禦 』
「角川映画祭 part lJフ リーパス券をご購入いただいた方 6,000円

′角川映画祭 pァt■Jフリー′!ス券をご掟示ください

駐
車
場
割
引

当日付の高崎市内の駐車場の駐車券を受付でご提示いただくと、駐車券
をお持ちの方、1名様の映画鑑賞料金を 100円害」引いたします。

当日券 1,000円→900円、2本目割引。会員割引800円→700円
※フリーパス券の方は対象外です。

//

http://takasaki‐ denkikan.ip/



犬神家の―族眺νカラ¬お知■9イド

巨匠・市川鹿がメガホンを撮つた記念すべき
角川映画第 1作  ミステリー映画の金宇塔 !

早春物語 器鷲
~

17歳 の多感な少女が経験する 甘く切ない初体験
原口知世女l● ll限 の青春犠籠!

かつて自分の母を捨てた中年男と偶然出会い 恋に落ちてし
まう少女の多感な思いを描く 切ないラブ ストーリーの秀作 .

ホテルの一室で「私を抱いてコと迫るなと ファンにはドキリと
するシーンや台飼も満ltl

監督1澤 丼
=一

郎 原作,赤川次郎 脚本 那須真知子 撮影1仙元巌三
実行1桑 名忠之 育楽:久石麟
主腱漱 1原 田知世眸 春萄□J

出漬,原 田知世 田中邦衛 由縦 おり 林螢二

ふ

野性の証明

巨悪に立ち向かう孤高の―匹狼の間いを描く、
高倉健主演の社大なアクション大作 !

角川映画第1回作品としてメガヒノトを記録した 横溝正史原4の怪奇ミス
テリー。大神製薬当主が残した不可解な過言状を発端として次々と起こる

殺人事件に、二枚目俳優の石坂浩二洟じる名探偵 金ロー耕助か挑む。

監■ 脚本 1市 川寛 原作 ,検 濤正史 脚本 1長 口杞生 日高真也

撮影 1長 谷川清 実術 |『 久根燿 音楽 :大 野雄ニ

出澳巧 崚浩二 3田 陽子 あおい澪彦 高lli技 子 三条葵妃 草笛光子 地井武男

ニューカレドニアの実しい風景に乗せて送る

少女0口 腱と成長を描くファンタジー作 !

無 口で内気な少女 はせき父が語った「天国にいちばん近い

島 Jを 探す為 冬体みにニューカレドニアツアーに参加 現地
で出会う人々との交流を通じ大人へと成長 していく .原 口
知世主洟第3作 同名主題歌もヒット.

監督,大 林宜彦 原作,森村楼 脚奉,剣 持亘 瀾色:大林宣摩 小倉洋ニ
撮影監督櫃本書尚 妻術デザイン躍各和夫 音楽監督.鴨川邸之
主題歌1原 田知世「天国にいちばん近い島J

出演1療 田知世 高柳良― 峰岸薔 乙羽愴子

森村誠―の150万部突破大ベストセラー小説を映画化。実物の戦車や火
器を使用した壮絶なアクションシーンだけでなく、fnt独 な男と少女の心の
交流も感動的に描く。当時 14歳 0葵師丸ひろ子は本,でスクリーンデビュ

監督 1佐藤純欄 原作 :森村誠― 脚本 :高 田鵞治 撮影 1姫 田真左久

葵術 1徳 田

“

 書楽監督 作曲で大野雄二 主題歌 ,町 田薇人

出演薇 倉健 中野良子 I木勲 (■人木勲〕薬師丸ひろ子 三國理太郎

天国にいちばん近い島 器f瀕 メイン・テーマ艤′

黒いドレスの女 湯殿山麓呪い村 欄∫鮨

化石の荒野 欄争飾

カムイの剣 選霧傷h

セクシーになるつてとういうこと ?
森口芳光・ 薬師丸ひろ子の名作ラブ ストーリー !

幼程因教諭が手品師と共に全国を旅していく中で見つける人
生とは .片岡義男の同名′∫ヽ説の映画イt.野村宏伸の映画
デビュー作.監督が随所に■掛けた映像的な遊び―マジック
も見所のひとつ.同 名主題歌も大ヒット

監■ 脚本1森田芳光 原作:片岡義男 撮影1前田米遺

主題欧事 師九ひろ子「メイン テーマJ

出洟.薬師九ひろ子 野村宏伸 財澪和夫 桃井かおり

二代日はクリスチャン

若き美人シスターがヤクザの錮長に!?

苺想天外な瘍快エンターテインメントの決定版 |

若きシスター 今日子はヤクザの組長 晴彦と結婚するが その

式当日嗜彦が刺殺されてしまう 志撻美悦子の迫力満点の

演技や殺陣 角川映画のスターにより結成された「B RDS」 が

歌う主題歌も大きな話題に1

監督:井筒和幸 原作 脚奉.つ かこうべい l■ 影■と坂1
実術:佐野義和 音楽‐甲斐正人
主題歌 B ROS「 二代目はクリスチャンJ

出演:志穂葵悦子 柄本明 岩城滉-lι大路欧也

失われた金規をめぐって繰り広 llら れる男たちの死閲

傑作ハード ロマン !

ヽ戦前夜 6千キロの金塊を積 んだ燿撃機がオホーツクで消
息を絶つ 殺人犯の汚名を着せられた男が自身の出生の秘密
と金塊の行方を追う 。日本アルプスから極寒の lι 海道まで
圧なのスケールで描くハードポイルド作 l

監督1長各部安春 原作 1西村寿行 脚本
'九

山昇―
撮影轟 田 美術,中 村州志 薔楽監督 1萩 田光饉
主題歌 しばたはつみ「化石の荒野J

出洟 渡ヽ瀬恒彦 浅野温子 ‖津祐介 夏木勲 (I八木勲〕

伊賀忍法帖 ‖f言

lt辺 奥子スクリーンデビュー作

戦国の世に総 り広けられる豪秦慇者アクション時代劇 :

美女の姫をめぐる妖僧との壮おな死固.豪華を実行を スベ

クタクルだけでなく アクション冴えわたる真田広之と 渡辺奥
子のラブ ストーリーも必見.随 fTrに お色気シーンも盛り込まれ
たエンターテインメント時代劇 l

美術.丼‖街道 園田―住 音楽1横 田年昭
主鳳歌宇ヽ崎電菫「愚かしくも里おしく」
出演真ヽ田広之 渡辺典子 中尾彬 成日三樹夫 千葉翼―

原口知せがヽステリアスな・ 大人の女'に挑戦
二転三転の逃亡サスベンス大作 [

逃がし屋のバーテンと海外逃亡を図るヤクザが認多き癸女を
魔の手から,り 抜く 彼女が握っている ある重大な秘密とは
1?奎 洋一監督が北方詳二原作をスタイリッシュに映画化.

手に汗握る真夜中のカーチェイスも見FTr.

監督1薇 洋一 原作Jι方談三 脚本,田 中目造 撮影:浜田鮫
姜術 1今 村力 音楽,佐久r・5正英
土題歌 d o nthe,oo l黒 いドレメの女～RIua～ Jま か
出済 1原 田知世 永島牧行 藁萬利子 薔原文太

陪るなかれ 聞くなかれ ミイラにまつわる

悲しき歴史が現代に悪夢をもたらす |

監督に新追気鋭の池日敏春を抜檀し 横澤的伝奇ミステリー

の代表作を映画イし 考昔学者の大学講師が渇殿山菱に埋まっ

ている即身仏を調査しようとするも 次々と怪死事件が起 こ

る 天才美少女子役 仙道敦子の名演に注目.

監督.池 田敏春 原作1山 村正夫 脚本荒ヽ井晴産 佐伯繊遺

出洟:永島散行 永島瑛子 仙道教子 岩崎加根子

矢野籠の伝奇時代小説を元にした傑作アニメーション:

時は幕末 主人公が父から受け継いだ〈カムイの剣)に ま 海
賊キャブテン キッドの財宝の駆が隠されていた .北海道 か

らアメリカまで圧倒的なスケールで描かれる りんたろう監督
の代表■ 真田広之が声優に初挑戦 .

監督りんたろう 原作嗅野菫 脚本1翼 崎守

奏術I.督 1,尾 菫 音楽監督:宇 ●竜童 林英哲
主題歌1渡 辺奥子[カムイの剣J

声|■ 田広之 石田弦太郎 小山美葵



2017年 6月 3日 吐曜日)～ 6月 23日 除曜日)呂崎電気饉

6月 3日 ① 犬神家の…族
午前11:00

野性の証明
午後2:00

蘇える金狼
午後4:30

野獣死すべし
午後7:00

6月 4日 O 天国にいちばん近い島
午前11:00

スローなブギにしてくれ

午後1:00
ぼくらの七日間戦争

午後3:30
ねらわれた学園

午後5:30

6月 5日 O 湯殿山麓呪い村
午前11:00

復活の日
午後1:00

~代
日はクリスチャン
午後4:00

カムイの剣
午後7:00

6月 6日  〇 野性の証明
午前11:00

野獣死すべ し
午後2:00

蘇える金狼
午後4:30

メイン・テーマ
午後7:00

6月 7日  ③ 休 映 日

6月 8日 ⑥ 蘇える金狼
午前11:00

犬神家の一族
午後1:30

スローなブギにしてくれ
午後4:30

天口にいちばん近い島
午後7:00

6月 9日  ③ 野獣死すべ し
午前11:00

ねらわれた学園
午後1:30

カムイの剣
午後3:30

復活の日
午後7:00

6月 10日 ①
~代

日はクリスチヤン
午前11:00

メイン・テーマ
午後1:00

野性の証明
午後3100

ぼくらの七日間戦争
午後6:00

6月 11日 ◎ カムイの剣
午前11:00

湯殿山麓呪い村
午後1:30

犬神家の…族
午後3:30

蘇える金狼
午後6:30

6月 12日 Θ 復活の 日
午前11:00

二代日はクリスチャン
午後2:00 :卜 ,日 J

ねらわれた学園
午後5:00

野獣死すべし
午後7:00

6月 13日 (Dスロ~=敦Tヽしてくれぼくらの七日間戦争
午後1:30

天国にいちばん近い島
午後3:30 ''・・

湯殿山麗呪い村
午後7:00  ・・・,

6月 14日 ③ 休 映 日

6月 15日 ⑥ 化石の荒野
午前11:00

伊賀忍法帖
午後1:30

黒いドレスの女
午後3:30

早春物語
午後7:00

6月 16日 ③
スローなブギにしてくれ

午前11:00
カムイの剣

午後1:30
メイン・テーマ

午後4:00
ぼくらの七日間戦争

午後7:00

6月 17日 ① 伊賀忍法帖
午前11:00

復活の日
午後1:00

野性の証明
午後4:00

犬神家の―族
午後7:00

6月 18日 ◎ 早春物語
午前11:00

蘇える金狼
午後1:00

野獣死すべし
午後3:30

黒いドレスの女
午後7:00 'L'・‐

6月 19日 o 犬神家の…族
午前11:00

ねらわれた学園
午後2:00

化石の荒野
午後4:00

野性の証明
午後7:00  ・ 'コ

6月 20日 (D カムイの剣
午前11:00 ,,コ

メイン・テーマ
午後1:30 :J・ ,

復活の日
午後4:00 1.'・

スローなブギにしてくれ
午後7:00 ,1,.,

6月 21日 ③ 休 映 日

鏃22日 ⑥ぼく
宅?有]F鵠 早春物語   野獣死すべし

午後1:00 'ヽ ,日      午後3:00 :Jヨ =

犬神家の…族
午後7:00  'J・'

6月 23日③ ね舞学絆艦
化石の荒野

午後1:00 ',・・
伊賀忍法帖

午後3:30 '・・
蘇える金狼

午後7:00 =に '・
‐


