神 戸ア ートビレッジセンター
プ レス リリース

2017.7.31

KAVC CINEMA

ハイドリヒを撃て！「ナチの野獣」暗殺作戦
ナチス高官ハイドリヒ暗殺に挑む７人の男たち。
祖国のため、自由のため、揺るぎなき信念を胸に立ち上がる。
拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素より、当センターのご利用および企画運営にご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
この度、KAVC CINEMA にて「ハイドリヒを撃て！「ナチの野獣」暗殺作戦」を上映する運びとなりました。
本作は、「観客から熱狂的に受け入れられた！」（『NEWYORK
（『Indie

OBSERVER』）、「第二次世界大戦を描く新たな傑作！」

wire』）と高く評価された、ナチス高官ハイドリヒ暗殺の史実を基に描いた緊迫のサスペンスになります。

1942 年第二次世界大戦直下、ユダヤ人大量虐殺の実権を握り、その冷酷さから「金髪の野獣」と渾名されたナチス高官
ハイドリヒが若き兵士たちによって襲撃されました。フリッツ・ラング監督作『死刑執行人もまた死す』(43)、ルイス・
ギルバード監督作『暁の七人』（75）でも描かれた暗殺作戦の壮絶な逃走劇と衝撃的な報復の全貌を新たに描き、当時か
ら 75 年の時を迎える 2017 年に公開となりました。『ダークナイト』、『インセプション』で確かな演技力が評価されてい
るキリアン・マーフィ、世界中で空前の社会現象を巻き起こした大ヒット映画『フィフティ・シエイズ・オブ・グレイ』のジェ
イミー・ドーナンが主演し、実力・人気と共に高い二人が今回ハイドリヒ暗殺を実行する兵士役で初共演を果たしました。
つきましては、本作品をぜひ貴社媒体にてご紹介頂きたく、ご掲載のご検討を頂けますようお願い申し上げます。
あらすじ：第二次世界大戦中期、ナチスがヨーロッパのほぼ全土を制圧していた頃。イギリス政府とチェコスロバキアの
亡命政は協力して極秘計画を練り、バラシュートを使って２人の軍人、ヨゼフ（キリアン・マーフィ）とヤン（ジェイミー・
ドーナン）をチェコ領内に送り込んだ。彼らのミッションは、ナチス№３と言われたラインハルト・ハイドリヒの暗殺。チェ
コの統治者でホロコースト計画を推し進めていたハイドリヒの暴走を止めるため、１９４２年５月、彼らはプラハでハイ
ドリヒを襲撃するが…。
「ハイドリヒを撃て！「ナチの野獣」暗殺作戦」
（2016 年 / チェコ・イギリス・フランス / 120 分）
配給：アンプラグド
監督：ショーン・エリス
出演：キリアン・マーフィ、ジェイミー・ドーナン
シャルロット・ルボン、ハリー・ロイド
アンナ・ガイスレロヴァー
上映時間：9/9( 土 ) - 9/22( 金 )

10:30/17:00

会場：KAVC シアター
料金：一般 1700 円、学生 1400 円、シニア 1100 円
© 2016 Project Anth LLC All Rights Reserved.

会場・お問合せ：神戸アートビレッジセンター（担当
〒652-0811 神戸市兵庫区新開地 5-3-14

TEL 078-512-5500

大泉）
FAX 078-512-5356

神 戸ア ートビレッジセンター
プ レス リリース

2017.7.31

KAVC CINEMA

「マイ ビューティフル ガーデン」
美しいイングリッシュガーデンから生まれた現代のシンデレラストーリー。
幸せを運ぶ奇跡の種が芽吹くときーー。人も自然もこの世界で輝く瞬間を待っている。
拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素より、当センターのご利用および企画運営にご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
この度、KAVC CINEMA にて「マイ ビューティフル ガーデン」を上映する運びとなりました。

ガーデニング大国として知られる英国では、自然の摂理のままに季節の草花を愛で、庭が生活の一部となっています。

そんな本場イギリスから届いた映画が『マイ ビューティフル ガーデン』になります。

不器用で変わり者のヒロインを実にチャーミングに演じるのは、『ダウントン・アビー』でブレイクしたジェシカ・ブラウ
ン・フィンドレイ。隣人アルフィーにはイギリスが誇る名優トム・ウィルキンソン。『SHERLOCK ／シャーロック』、

『007

スペクター』で人気の演技派アンドリュー・スコットと『戦火の馬』などのジェレミー・アーヴァインといった注

目の英国俳優陣が集結。現代のロンドンでありながらどこか時空を超えたように見える世界を作り上げたのは、ファッショ
ンブランドや大手企業のコマーシャル、ミュージックビデオを手掛けてきたサイモン・アバウド監督です。
自分の殻に閉じこもっていた主人公が、自分の世界から一歩踏み出した時から始まる様々な出会いと奇跡。
心温まるハッピーエンドはささやかな幸せを願うすべての人に勇気を与えてくれる作品となります。

つきましては、本作品をぜひ貴社媒体にてご紹介頂きたく、ご掲載のご検討を頂けますようお願い申し上げます。
あらすじ：図書館に勤めながら絵本作家を夢見るヒロイン ベラは、几帳面すぎるせいか、無秩序に伸びる植物が大の苦手
そのせいで、庭を荒れ放題にしていた。ある日、家主から一ヶ月以内に庭を元どおりにできなければアパートを出ていく
ことという知らせが届きます。何から手をつけていいかわからないベラを救ったのは、犬猿の仲だった隣人アルフィー。
偏屈者の老人にしか見えなかった彼こそが、実は卓越した庭師だった。ベラの悪戦苦闘を見かね、大切な教えを伝授して
いくアルフィー。2 人は庭づくりを通して特別な関係を築いていく。そして、最後にベラが手にしたものとは――。

「マイ ビューティフル ガーデン」
（2016 年／イギリス／ 92 分）

配給：ココロヲ・動かす・映画社○
監督：サイモン・アバウド

主演：ジェシカ・ブラウン・フィンドレイ
トム・ウィルキンソン

アンドリュー・スコット

ジェレミー・アーヴァイン
アンナ・チャンセラー

上映時間：9/9( 土 ) - 9/22( 金 )

12：50

会場：KAVC シアター
料金：一般 1700 円、学生 1400 円
シニア 1100 円

© This Beautiful Fantastic UK Ltd 2016

会場・お問合せ：神戸アートビレッジセンター（担当
〒652-0811 神戸市兵庫区新開地 5-3-14

TEL 078-512-5500

大泉）
FAX 078-512-5356

神 戸ア ートビレッジセンター
プ レス リリース

2017.7.31

KAVC CINEMA
「LUCK-KEY ラッキー」
俺は誰なんだ！？韓国コメディ映画史上最速で観客動員数 500 万人を突破！
日本発、韓国映画史を塗り替えた最高のエンタテインメント！
拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素より、当センターのご利用および企画運営にご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
この度、KAVC CINEMA にて、「LUCK-KEY ／ラッキー」を上映する運びとなりました。

本作品は、内田けんじ監督のコメディ「鍵泥棒のメソッド」を原案に、「ベテラン」「極秘捜査」などの名脇役として知

られるユ・ヘジン主演で製作された韓国映画。100% の成功率を誇る伝説の殺し屋ヒョヌク。たまたま立ち寄った銭湯で
せっけんを踏み転倒したヒョヌクは、頭を強打し記憶喪失となってしまう。さらに、その場に居合わせた売れない貧乏役
者ジェソンが、ヒョヌクのロッカーの鍵をすり替えてしまい、2 人の立場が入れ替わってしまう事態に。ヒョヌクが生来

の完璧主義から、真剣に役者としての成功を目指し始める一方で、ジェソンはヒョヌク宛てにかかってきた電話を取って
しまい、まさかのトラブルに巻き込まれようとしていた。ユが主人公のヒョヌク役を演じるほか、アイドルグループ

「MBLAQ」脱退後、キム・ギドク製作「俳優は俳優だ」などの話題作に出演したイ・ジュンをはじめ、
「技術者たち」のチョ・
ユニ、「情愛中毒」のイム・ジヨンら若手俳優陣が脇を固めています。

つきましては、本作品をぜひ貴社媒体にてご紹介頂きたく、ご掲載のご検討を頂けますようお願い申し上げます。
あらすじ：

裏社会で「成功率 100% のパーフェクトな殺し屋」として知られる伝説の男・ヒョヌク ( ユ・ヘジン ) はその日、仕事を
片付けた帰りに偶然立ち寄った銭湯で、石鹸を踏み転倒。床に頭を強打し、記憶喪失になってしまう。更に偶然その場に
居合わせた売れない貧乏役者のジェソン ( イ・ジュン ) が、ヒョヌクのロッカーの鍵をすり替えてしまったことで、ヒョ

ヌクは記憶喪失の売れない役者ジェソンとして生きることに。しかし生来の完璧主義から、真面目に役者としての成功を
目指し始めるヒョンウク。一方ジェソンは、ヒョヌクにかかってきた依頼の電話を取ってしまったことで、とんでもない
トラブルに巻き込まれようとしていた…。

「LUCK-KEY ／ラッキー」

（2016 年／韓国／ 112 分 )
配給：クロックワークス
監督：イ・ゲビョク

主演：ユ・ヘジン、イ・ジュン、チョ・ユニ
イム・ジヨン、チョ・ハンチョル

上映時間：9/9( 土 ) - 9/22( 金 )

14：45

会場：KAVC シアター
料金：一般 1700 円、学生 1400 円
シニア 1100 円

(C)2016 SHOWBOX AND YONG FILM ALL RIGHTS RESERVED.

会場・お問合せ：神戸アートビレッジセンター（担当
〒652-0811 神戸市兵庫区新開地 5-3-14

TEL 078-512-5500

大泉）
FAX 078-512-5356

神 戸ア ートビレッジセンター
プ レス リリース

2017.7.31

KAVC CINEMA
「ボブ・ディラン／我が道は変る

〜 1961-1965 フォークの時代〜」
ディランを、学ぶ。必見のドキュメンタリーがついに登場。

拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素より、当センターのご利用および企画運営にご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
この度、KAVC CINEMA にて、「ボブ・ディラン

ました。

我が道は変る 1961-1965 フォークの時代」を上映する運びとなり

本作品は、2016 年にノーベル文学賞に輝いたボブ・ディランのデビューから 5 年間の作品群を時系列に追った音楽ド

キュメンタリーになります。ディランが多大な影響を受けたフォークソングの歴史や代表曲、1962 年発表のデビューア

ルバム「ボブ・ディラン」から 65 年発表の 5 枚目のアルバム「ブリンギング・イット・オール・バック・ホーム」、そし

て最大のヒット曲「ライク・ア・ローリング・ストーン」までの数々の名曲をエピソードとともに分析。エリック・アンダー
スン、マリア・マルダー、トム・パクストンといったディランと 60 年代をともにしたミュージシャンや、ディラン研究
の権威たちが独自のディラン論を展開する。監督は「ブライアン・ウィルソン
オーディルになります。

ソングライター」2 部作を手がけたトム・

始まりは、冬のニューヨーク。稀代の名曲「風に吹かれて」「時代は変る」は如何にして誕生したのか？

斬新な歌詞・他社にないカリスマ性で、デビュー後間もなく世界を席巻し、フォーク・シンガーの象徴となったディラン
の原点を、秘蔵映像や写真を交えて追った至福の 2 時間になります。

つきましては、本作品をぜひ貴社媒体にてご紹介頂きたく、ご掲載のご検討を頂けますようお願い申し上げます。

「ボブ・ディラン

我が道は変る 1961-1965 フォークの時代」

（2015 年／イギリス／ 124 分 )
配給：クロックワークス

監督：ロブ・ジョンストーン

主演：エリック・アンダースン、マリア・マルダー

トム・パクストン、ピーター・スタンプフェル

上映時間：9/9( 土 ) - 9/22( 金 )

19：20

会場：KAVC シアター
料金：一般 1700 円、学生 1400 円、シニア 1100 円

(C) Sexy Intelletual

会場・お問合せ：神戸アートビレッジセンター（担当
〒652-0811 神戸市兵庫区新開地 5-3-14

TEL 078-512-5500

大泉）
FAX 078-512-5356

