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復活の日

新種のウやレスが蔓延――
人類の終末と再生を描いた感動超大作
罐ヽ輸寵簾聰朦作覆菫爾鍮スタール暉描く人爾討鬱で。畿
繭鍮斃瞳験で量6年、アジス掬があ繭禰議で地球礁鐵爾移
亀露0最 爾舞盪ぶ艤鰈爾ケ、ハ警ウッドスタ…聰趨爾など、
購大な鐸轟鐘蠅鶴鱚蜀製作凸篭投じ大鐵ット礁畿鍮。

4/25〔 月〕14:05/4/29〔金・祝〕10:30

5/8〔 日〕12:45/5/10〔火〕10:30

5/17〔火〕12:35(計5回上映)

蔵の中

姉と弟の間に芽生えた禁断の関係――
耽美的世界を追求した異色作
鑢気でく蔵の中>範鶴はされてい機鑢越鸞轟礁ずrll難 が
畿離の攣畿警越えてし轟うか甕濾・・8。 畿鶯避豊の官畿鶉
罐躙を朦作銀饒麗な儀響鐘鍛機鸞轟輔ζこ蝿蠅。機爾饉購
鍾覇イ稽。輸願鸞轟挙の鍵移さが大きな轟鷺ななった。

4/30〔土〕17:05/5/8〔日〕15:35

5/11〔水〕12:35(計3回上映)
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青春の美しさ、傍さと危うさを描く

青春映画の傑作

彎警場聰磁い菫移さを機櫂へ瘍濤菫・・め鰺警やく季節鍮

中響褥響なされは蝿鍾壼聰rき ななり颯甕流、始して書驀起
の畿爾礁饉いた、管《囀嗽い音響軋驚.鑢瘍ようむ少灘
警は力儡ξ通濃した灌覇濾挙亀懸見.

(計2回上映 )



ねらわれた
学園

角川映画初の粛 …ン向け作品として
大ヒットした青春映画
ア轟メや禽麟鞭覇髄ず鶴鍮ど、靱惧鍮量構舞とも移され
る大輔鷺警鍛鰺畿鞭ン翼鐘顧 撃れた畿作青春鉄藝.遷 替
事の援作 S欝壕l説 警饒繭化.機彊響曲菫藝菫轟歌「守警て
趙ξブ亀も、1亀大 量ットじぬ。
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5/7〔土〕17:20/5/10〔火〕16:00
5/18〔水〕10:30(計3回上映)

Wの悲劇

女同士のドロドロの世界を描いた
ミステリー映画の傑作
y爾靱覇鰺駿量e灘罐勲議難作麒量の導主投の時―ディン議瀞
銀藩に。時ん鍮幾斃‡こ轟轟大風キャン鋳レが発生、鐘壼鐘
曇ャン風が講無るか俯00。 画鑢静子綽漂作を大腫はアレン
デ、意爾鐘手など攣やがで畿議な基演簿ξこ亀註轟 l

4/23〔 土〕13:10/5/1〔 日〕13:00

5/3〔火elll〕 17:15/5/11〔水〕10:30

5/15〔 日〕15:15/5/17〔 火〕17:15(計 6回上映)

天と地と

赤と黒のエク薄 シー
ー

空前のスケーJレで描く戦国ロマン超大作

5/2〔月〕12:45/5/8〔日〕10:30

5/16〔月〕17:15(計 3回上映)



セーラー月風
と機関銃

薬師丸ひろ子の人気が爆発、
社会現象にもなった伝説の傑作
藤』:鐵鰯鍮同名小説を嬢画化.濾縮懸ξ意儀なった畿講

「豫。イ・務摯ン」や同亀主題歌鍮大 臨ットな機 織畿聰畿銀

鍮る機ど大きな議題に。機器鷺鸞軸轟ッジ鍮鸞ひた輸続
な饒畿畿理も評判を呼んだ。

驚讐:響章鷲# 澪キ:轟 :::取 難 騨導,1継 春錫鸞 織鸞:畿競競ニ
喪術1離舞慕A 妻義1登善 主艤懃:要鏡丸藝ろ手:な マ・サ…難壌織灘鑑:

轟渡;業隷丸事暴■ 競黎拳争 .11銘 簿A諄 繁鐵贅驚

4/24〔 日〕15:30/4/26〔火〕12:55

5/1〔 日〕16:55(計3回上映)

き
殺人

角川映画第3のマドンナを迎えて描く、
異色のミステリーコメディ
嚢祉撞轟鍮母が懲艤 し、菫饉鶴鶴ξ意なっ亀灘子大量が
態…ルガーJレ殺 しの真機入驀見つζナ轟ぺく斃進す機が、

搬A賊朦近なÅ爾通むヽ喉臨ン トのあ 80わ。無』‡‡験艤の問饉

球ゝ畿警隕機bゝタッ渉で輔いた警藩 意轟サリー.

懃灘1■舞為華 戴停r鼻 !::よ麗i 難:‡ ::亀 義募…

斃 導鍵 童彎 尚 瑾難絆 靖二)こ 會轟 彗■|
轟筑」請驚轟学 責,,:雑 力 韓僣書燃請 浅警鳥糞

あすか組 :

1,事革t

迫力あるアクションで描く
美少女バイオレンス映画の傑作
懸力と討鬱ップが菫鷺ず機露懇鸞鑢窯鍮懸購機舞膏ξ通、美

少女轟すかが機棒の仇警轍轟鶴《こ鸞鶴畿餡い銀魏む。薦
難塁鑢鍮人気議奪ック懸作を大髄はアレンデじて鑢 く、蠅饒
鍮′電イオレンスアクレ潟ン.

盤督″撻‡″機諄… が分:嘉 畿盟韓 撮尊:鷺難繊 姜書r幸 :1島

音難,趣九簿五婁 主黒欺:ザ拳―子←ザ,ヱ ト・―
「
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轟灘:幸みき轟球 塁鍵丸農手 機難詳驚 暑議総

5/2〔 月〕17:30/5/11〔水〕14:30

(計2回上映)

4/26〔火〕17:15/5/12〔 木〕15:05(計2回上映)



時空の旅人

歴史に翻弄された少年少女のタイムトラベル冒険諄
蛛鼈爾館で最畿か曇難た惨筆機、3がン璽磯タイムTシン銀畿瞳移藁薫大鍵畿、飲趙儡
織なざへ進饉量鞭鐵っ電やく―.雛鷺璽鮨がキャ鬱クターデザイン犠麟鑢、豊脩鰈瘍驚又
轟りや鐵鰺爾鶴趨麟鑢なった。

4/30〔 土〕10:30/5/18〔水〕17:05(計 2回上映)

一般 :1,000円 /シエア(6麟識吐):1,000円 /22歳以下:800円 /メンバーズ会員:800円
※同じ日の2本日以降800円

当日付の高崎市内の駐車券 (どこでも可)を受付でご提示いただくと、駐車券をお持ちの方、■名様の
鑑賞料金を100円割引いたします。

Oご鑑賞の際にマスクの着用、手指の消毒の協力をお願い致します。
O入館に際しまして健康状態申告書の記入をお願いする場合がございます。

高崎電気館
027・ 395‐0483
高崎市柳川町 31
http://takasaki口denkikan口 ip/



褥ノ脩聰血量酪:「靱―曇量l卜は

犬神家の―族
警は[警彦―:鎌 1馨ノ

Wの悲劇
馨5]§不…3'1纂蓄 量5]饒蝙～曇サ:撃懸

蘇える金狼

餞六鋏餞吻
曇酪i鱚膵…言置:尋言

幻魔大戦
蓋量:螂憚…暑導l量 纂

靭 自鰍
薔鰤:蝙酪…量Γ:‡憮

セーラー服と機関銃
曇当:螂睾・ヽ・豊ざ1吻吻

野獣死すべし

4/25月 冒り]修中…ま曇:尋馨

人間の証明
量はI晰靱…§鶴i辱晰

迷宮物語
量鯰1辟檸…愧:轟量

復活の日
量は[螂讀―量予i鷺F

二代目はクリスチャン

4/26火 暑炸]夢紆…麟量i轟菫

蘇える金狼
量量]膨蝙―§轟:蜃ギ

セーラー服と機関銃
暑珈]靱7-量轟:鷺珀

汚れた英雄
暑当:量壊…儡:鶏感

晴れ、ときお 殺人

4/27水 曇倅:藝鸞…∫量1懺朕

野獣死すべし
量量](壊…量導:攀 曇 量不l量紆～§Γl量は

幻魔大戦
量廿:罹倅…言珍i黎

ファイプスター物語

蝙 蘊 餘
量時:蝙酪～蓋鷺1攀碁

復活の日
量は[狡り…曇導:聴孫

人間の証明
量鱚:鱚餞…量はi轟中

迷宮物語
暑洟]藉壊…曇ナl徹量

犬神家の―族

鰊〆揚瘍量量鯰]耗餞…・量量:鍮 言

時空の旅人
曇已:曇予一言尋:曇撃

幻魔大戦
曇輻[眩辟…鱚lT諄

ファイカ ター物語
曇褥:酪綽―詈孟:吝氣

迷宮物語
冒珀:な壊…§學i轟懸

蔵の中

濶ノ魏  財
量輌[ざ酪…暑豊i轟暴 警写[蝙酪…量轟:銭貯

Wの悲劇
§際I鰊鶉・`§はi轟番

早春物語
郎は[翁珀-31:木珀
セーラー服と機関銃

5/2 月冒眸:夢倅一言趣:鳶轟

黒い家
曇屹卜毎鰈…薔藁i蝿轟

天と地と
暑不I鍮り…曇ΓI懲 纂

人間の証明
量][夢倅―重瘍:郎歩

花のあすか組 :

濶ノ聰Å餘量鯰[眸り…暑盤i曇曇

汚れた英雄
曇II蝙5-曇轟:4は

蘇える金狼
量鸞:鯰靱…懲はi慾撃

野獣死すべし
量⑮ド膨～菫彦1隆卜

Wの悲劇

濶ノ鰊餃餘暑餞:耗埒…量蓮i轟曇

戦国自衛隊
暑蝙l彦際―菫轟1鑢ギ

ニ代目はクリスチャン
畳7]靱酪一言骰i4(

友よ、静かに瞑れ
量5]倅靱

。つ儡:轟薔

メイン・テーマ

濶プ陽‡餘量鰊:内り…豊量:言 ひ

珈 伝
量鰤:蝙5～曇郡i彦 馨

犬神家のT族
量膊]曇滲・

‐‐‐言y:な轟

言己
曇当:hな一褥:暑 意

探偵物語

濶プが 山
量鰊I薇倅…曇懲i蝙鷺

カムイの剣
置夢:紆倅…暑儡:(4

ボビーに首ったけ
§(I膵り…鯰:拶ヅ

ファイカ タ"物語
曇嘲:屹塀…暑Γ:酪鰊

時をかける少女
量抒i餃りヽ 書ヅiざり

ねらわれた学曰

雖夕蝙 涸
量楊:膊膵…暑曇:鵞ナ

天と地と
書なl魃鑢～量撃:懺 鱗

復活の日
警7]夢怒…量プl曇串

蔵の中
量廿:忘鬱―量山i豊ヅ

黒い家

5/9 月量靱:卜鯰―暑量:言 豊

メイン・テーマ
量量:量扮…馨轟:⑬諄

スローなプギにしてくれ
量唸:讀鯰r～意はi醸汐

己
量は[鰤ン

・‐曇写]鷺鰈

友よ、静かに瞑れ

5/10火 量時I写翡…曇聯i晰懸

復活の日
量は[八靱…書踪i藁洟

犬神家の―族
書は:倅倅・`曇響1鷺鸞

ねらわれた学園
量,Im躙…量Ψ:懺 豊

早春物語
'5/11 

水

量黎l「鯰…量豊i重 霊

Wの悲劇
量量Iざ靱…量4:量は

蔵の中
暑輻]夢晰…思碁i晰Ψ

花のあすか組 !

§はI量踪や量夢:量轟

天河伝

5/12木 量倅I鱚鯰…曇懺1量4
時をかける少女

量量l聰鯰…番蕪:轟撃

靭 自鰍
曇鸞I鯰鰤…曇は:轟隧

晴れ、ときお 殺人
曇,i鬱り…蝙i轟瘍

鷹膠省劉膀硼良属己

雖ノ蜻褥血量倅:鱚鰊―塁量:懺 3

探偵物語
曇心[ン鰺「

轡懲4:鵞蕪

メイン・テーマ
量蝙[卜晰…褥:辱感

犬神家のT族
量5]畳 靱―量サ:量鰊

スローなプギにしてくれ

濶/蜻濶鶉量靡]藝り…§鵞l纂纂

犬神家の一族
§藝i警り…量曇i導Ψ

己
暑予[曇 7-量 Fi彦轟

Wの悲劇
´量写:已苓…量膀:量紆

迷宮物語
量繹lh蝙・`量瘍1鷺輪

ファイカ ター物語

5/16月 馨餞i藝倅―量2i懺辱

黒い家
曇瞼:董袂灘…量藁:豊珀

二代目はクリスチャン
量蝙:鍾黎…雉:慾曇

靭 自鰍
量当:警鶉～曇瘍:§轟

天と地と

5/17火 量倅:鳳倅…懲量:量 サ

天河伝
量鰤:ン

『
…檬藝i量 §

復活の日
暑鰺]鰊螂…IF:な番

早春物語
量灯:§螂…言サiヅ轟

Wの悲劇

5/18水 曇靱]卜や…驚曇:埒呼

ねらわれた学曰
暑卜]魯鶉…量纂:懺彦

ファイカ ター物語
量内[纂5～量轟13ず

ボビーに首ったけ
曇蝙]卜鱚～書纂:轟鰺

カムイの剣
量][鬱鸞…聰1纂褥

時空の旅人

5/19木 量倅:ざ酪～量懺:懲 鷺

友よ、静かに瞑れ
曇貪]ン鰊…薔轟i導饂

犬神家の一族
暑鶉]暑紆…§はi鬱難

時をかける少女
曇当]曇酪…薔ざ:輪 曇

探偵物語


