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入場者プレゼント:ご鑑賞のお客様ヘフィルムしおりをプレゼント!※入場先着 0数量限定の為、なくなり次第終了 ※しおりの絵柄はお選び頂けません

11月 20日 大魔神

午前11:00～ 12:24

妖怪百物語

午後12:45～ 2:03

牡丹燈籠

午後2:25～ 3:54

首都消失

午後4:15～ 6:15

11月 21日 東海道お化け道中

午前11100～ 12:18

大怪獣ガメラ

午後12:40～ 1:58

大怪獣決闘

ガメラ対バルゴン
午後2:20～ 4:01

透明人間と蠅男

午後4:20～ 5:56

11月 22日 月
日蓮と蒙古大襲来

午前11:00～ 1:18

四谷怪談お岩の亡霊

午後1:40～ 3:13

東海道お化け道中

午後3:30～ 4:48

妖l怪百物語

午後5:10～ 6:28

11月 23日 大怪獣ガメラ

午前11100～ 12:18

大魔神

午後12:40～ 2:04

首都消失

午後2:20～ 4:20

11月 24日 水
鯨神

午前11:00～ 12:40

蛇娘と自髪魔

午後1:00～ 2:22

四谷怪談お者の亡霊

午後2:40～ 4:13

ガメラ対バルゴン
午後4:30～ 6:11

榊

11月 26日 金 ガメラ対′ウレゴン
午前11:00～ 12:41

妖怪百物語

午後1:00～ 2:18

日蓮と蒙古大襲来

午後2:35～ 4:53

牡丹燈籠

午後5:05～ 6:34

11月 27日
四谷怪談お者の亡霊

午前11100～ 12:33

鯨神

午後12:50～ 2:30

東海道お化け道中

午後2:50～ 4:08

大怪獣ガメラ

午後4:30～ 5:48

11月 28日
妖怪百物語

午前11100～ 12:18

日蓮と蒙古大襲来

午後12:40～ 2:58

大魔神

午後3:20～ 4:44

蛇娘 と自髪魔

午後5:05～ 6:27

11月 29日 月
牡丹燈籠

午前11:00～ 12:29

首都消失

午後12:50～ 2:50

透明人間と蠅男

午後3:10～ 4:46

大魔神

午後5:00～ 6:24

12月 1日 水
首都消失

午前11:00～ 1:oo

東海道お化け道中

午後1120～ 2:38

ガメラ対バルゴン
午後3:00～ 4:41

四谷怪談お岩の亡霊

午後5:00～ 6:33

12月 2日 木
蛇娘と自髪魔

午前11:00～ 12:22

透明人間と蠅男

午後12:40～ 2:16

妖怪百物語

午後2:30～ 3:48

鯨神

午後4:05～ 5:45

12月 3日 金
大魔神

午前11:00～ 12:24

牡丹燈籠

午後12:40～ 2:09

大怪獣ガメラ

午後2:30～ 3:48

日蓮と蒙古大襲来

午後4:10～ 6:28

獨 靱 蝙 瑞 :賃鷺 凋

■会員・22才以下当日1作品券
輻800円 (税込み)

高崎

炒爾総聰飩嘔覇鉤蜀鰺巫係 (ど こ埒亀爾)礁 哩彎響ご硫磋いたたくと、
鶉骰鏃をお儡仁鰊呻、 量に鰈蜀颯釉黎袋礁 量0け 蠅薇ないたし畿す。
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■

0ご鑢鸞鍮雛に響スクの藩鸞、手鑢鍮濃議の臨鵞犠醸覇もヽ鐘移ます。 ◇爾晰逢豊けての鬱麟:こ ど籐藤醸洟慾ヽ簸じ畿す。

◇入鰊無麟娠轟して雉艤畿鱗黎癬警の議入警鮎願いま儀蝿量がござ難ヽ議す。

籠 鷲露鳳理Ittli3

同じ日の 2本国から1作品券 800円
※2本国でも 3本日でも 1作品800円 です (同日に限る)。

シネマテークたかさき会員手帳または会員証

(有効期限内のもの)を ご提示ください。


