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パルシネマしんこうえん Cinema KOBE 元町映画館

「KOBE CINEMA PORT フェス 2018」
神戸のミニシアター４館がタッグを組み、合同映画祭を開催！

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、2018 年９月に、「KOBE CINEMA PORT フェス 2018」を開催する運びとなりました。
日本で初めて映画が上陸した神戸には、シネマコンプレックスやミニシアターなど、個性豊かな映画館が数
多く存在し、映画文化の発展のため活動を続けています。また、神戸では評論家・淀川長治氏など偉大な映画
人が輩出されており、「神戸 100 年映画祭」や「淀川長治メモリアル」などが開催されてきました。
本映画祭では、それらの活動や歴史を引き継ぎながら、神戸における映画文化のさらなる発展を目指して、
新しい映画祭〈KOBE CINEMA PORT フェス〉を開催します。４館合同映画祭となる「KOBE CINEMA
PORT フェス」では、参加映画館で使用できる期間限定の共通チケットを販売します。共通チケットでは、
映画鑑賞はもちろん、参加飲食店や施設でもご利用いただけます。この秋は、神戸で映画やグルメをお楽しみ
ください。
つきましては、本映画祭についてぜひ貴社媒体にてご紹介頂きたく、ご掲載及びご取材のご検討を頂けます
ようお願い申し上げます。何とそ宜しくお願いいたします。

敬具

「KOBE CINEMA PORT フェス 2018」
｜開催期間｜9 月 1 日 ( 土 )〜9 月 30 日 ( 日 )
｜メイン期間｜9 月 15 日 ( 土 )〜9 月 24 日 ( 月・祝 )
｜会場｜
神戸アートビレッジセンター（兵庫県神戸市兵庫区新開地５丁目３１４）
パルシネしんこうえん（兵庫県神戸市兵庫区新開地１丁目４３）
Cinema KOBE（兵庫県神戸市兵庫区新開地６丁目２２０）
元町映画館（兵庫県神戸市中央区元町通４丁目１１２）
｜チケット料金｜6 枚綴り共通チケット
前売 3,000 円（販売期間：８月１日（水）〜９月 14 日（金）
当日 3,600 円（販売期間：９月 15 日（土）〜９月 24 日（月・祝）
※使用期間：9月１日(土)〜９月30日(日)
※チケットは、
各会場の使用可能日にご利用いただけます。
使用可能日は会場や店舗により異なりますので、
ご確認
の上ご利用ください。
主催：神戸アートビレッジセンター、
パルシネしんこうえん、
Cinema KOBE、
元町映画館

フェスに関するお問合せ：KOBE CINEMA PORT フェス事務局（担当 大泉）
〒652-0811 神戸市兵庫区新開地 5-3-14

TEL 078-512-5500

FAX 078-512-5356
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「KOBE CINEMA PORT フェス 2018」映画館情報
劇場紹介① 神戸アートビレッジセンター
地下1階シアターにて、
定期的に映画を上映。
複合文化施設の利点を生かし、
ホー
ルやギャラリーなどを使った関連企画も実施しています。
【上映作品】
（入れ替え制／自由席）
9月21日
（金）
〜9月24日
（月・祝）
◎淀長企画 「淀川長治が愛した映画」
『戦艦ポチョムキン』
（1925／ソ連／約80分／配給：アイ・ヴィー・シー）
監督：セルゲイ・Ｍ・エイゼンシュテイン
出演：アレクサンドル・アントノーフほか
『キッズ・リターン』（1996／日本／108分／配給：オフィス北野）
監督：北野武 出演：安藤政信、
金子賢ほか
『愛の亡霊』（1978／日本・フランス／106分／配給：大島渚プロダクション）
監督：大島渚 出演：田村高廣、
吉行和子ほか
『恍惚の人』
（1973／日本／102分／配給：東宝）
監督：豊田四郎 出演：森繁久彌、
高峰秀子ほか
◎子供向け映画特集
『なまいきチョルベンと水夫さん』
（1964／スウェーデン／92分／配給：クレストインターナショナル）
監督：オッレ・ヘルボム
『くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ』
（2012／フランス／80分／配給：ギャガ・プラス）
監督：バンジャマン・レネール、
ステファン・オビエ、
バンサン・パタール

『戦艦ポチョムキン』提供：アイ・ヴィー・シー

『キッズ・リターン』©1996 バンダイビジュアル／オフィス北野

【料金】 一般1200円、
かぶっクラブ1100円
中学生以下600円
（子供向け映画特集）
【チケット】 一般２枚、
中学生以下１枚

「愛の亡霊（1978）監督：大島渚」

『生意気チョルベンと水夫さん』
© 1964 AB SVENSK FILMINDUSTRI ALL RIGHTS RESERVED

『くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ』© 2010 Les Armateurs Maybe Movies - La Parti - Mélusine Productions - STUDIOCANAL - France 3 Cinéma ‒ RTBF

『「恍惚の人』©1973 東宝

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

TEL 078-512-5500

FAX 078-512-5356
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「KOBE CINEMA PORT フェス 2018」映画館情報
劇場紹介②Cinema KOBE
昭和32年から歴史を刻みお陰様で61年目。
年中無休で、
2本立とレイトショーが
楽しめる。
迫力のスクリーンと重厚な音響が自慢です！
【上映作品】
（2本立て上映／入替なし）
9月15日
（土）
〜9月21日
（金）
『バーフバリ 伝説誕生』
（2015／インド／138分／配給：ツイン）
R15+
監督：S・S・ラージャマウリ
出演：プラバース、
ラーナー・ダッグバーティ、
タマンナーほか
『バーフバリ 王の凱旋
〈インターナショナル版〉
』
（2017／インド／141分／配給： ツイン）
監督：S・S・ラージャマウリ
出演：プラバース、
ラーナー・ダッグバーティ、
アヌシュカ・シェッティほか
9月22日
（土）
〜9月28日
（金）
『レザーフェイス 悪魔のいけにえ』
（2017／アメリカ／98分／配給：松竹メディア事業部）
R18+
監督：ジュリアン・モーリー、
アレクサンドル・バスティロ
出演：スティーブン・ドーフ、
リリ・テイラーほか
『 REVENGE リベンジ 』
（2017／フランス／108分／配給：アルバトロス・フィルム）
R15+
監督：コラリー・ファルジャ
出演：マチルダ・ルッツ、
ケビン・ヤンセンスほか

『バーフバリ 伝説誕生』
(C)ARKA MEDIAWORKS PROPERTY, ALL RIGHTS RESERVED.

『バーフバリ 王の凱旋
〈インターナショナル版〉
』
(C)ARKA MEDIAWORKS PROPERTY, ALL RIGHTS RESERVED.

【料金】
一般1500円、
シニア・女性1000円
【チケット】 ２枚
◎レイトロードショー
9月22日
（土）
〜10月5日
（金）
【上映作品】
（入替制）
『 SPL 狼たちの処刑台』
（2017／中国・香港／100分／配給：AMGエンタテインメント）
監督：ウィルソン・イップ
出演：ルイス・クー、
トニー・ジャーほか
【料金】
一般1500円、
シニア・学生1000円
【チケット】 3枚

『レザーフェイス 悪魔のいけにえ』
(C)2017 LF2 PRODUCTIONS ALL RIGHTS RESERVED.

(C)2017 M.E.S. PRODUCTIONS - MONKEY PACK FILMS
- CHARADES - LOGICAL PICTURES - NEXUS FACTORY - UMEDIA

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

TEL 078-512-5500

FAX 078-512-5356

神 戸ア ートビレッジセンター
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「KOBE CINEMA PORT フェス 2018」映画館情報
劇場紹介③パルシネマ しんこうえん
湊川公園の真下に位置し、
外観からのイメージとは違ったアットホームな雰囲
気の小さな名画座。
入れ替えなしの二本立て上映でのんびりと鑑賞できます。
オールナイト上映も実施。
【上映作品】
（2本立て上映／入替なし）
【上映期間】
9月11日
（火）
〜9月21日
（金）
『シェイプ・オブ・ウォーター』
（2017／アメリカ／124分／配給：20世紀フォックス映画） R15+
監督：ギレルモ・デル・トロ 出演：サリー・ホーキンス、
マイケル・シャノンほか

『パンズ・ラビリンス』
（2006／スペイン・メキシコ／119分／配給：CKエンタテインメント） PG12
監督：ギレルモ・デル・トロ 出演：セルジ・ロペス、
マリベル・ベルドゥほか

9月22日
（土）
〜10月3日
（水）
『妻よ薔薇のように 家族はつらいよⅢ』
（2018／日本／123分／配給：松竹）
監督：山田洋次 出演：橋爪功、
吉行和子、
西村まさ彦、
夏川結衣ほか
『かぞくへ』
（2016／日本／117分／配給： 「かぞくへ」
製作委員会）
監督：春本雄二郎 出演：松浦慎一郎、
梅田誠弘、
遠藤祐美ほか
【料金】
一般1200円、
シニア1100円
【チケット】 ２枚
◎オールナイト上映
『インファナルアフェア 』
シリーズ３本立て上映
９月２３日
（日・祝）開場23：１０／開映２３：３０／終映翌０６：００
【上映作品】
『インファナル・アフェア』
（2002／香港／１０２分／配給：コムストック）
出演：アンディ・ラウ、
トニー・レオン
『インファナル・アフェア 無間序曲』
（2003／香港／119分／配給：コムストック）
出演：アンソニー・ウォン、
エリック・ツァン
『インファナル・アフェアIII』
（200３／香港／１１８分／配給：コムストック）

『シェイプ・オブ・ウォーター』
(C)2017 Twentieth Century Fox

『パンズラビリンス』(C) 2006 ESTUDIOS PICASSO,
TEQUILA GANG Y ESPERANTO FILMO

(C)2018「妻よ薔薇のように 家族はつらいよ III」製作委員会

出演：アンディ・ラウ、
トニー・レオン
全て監督：監督：アンドリュー・ラウ、
アラン・マック
【料金】
当日一般2400円、
学生2000円
前売り一般2200円、
学生1800円
【チケット】
一般 4枚、
学生 3枚

(C)「かぞくへ」製作委員会

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

TEL 078-512-5500

FAX 078-512-5356

神 戸ア ートビレッジセンター
プ レ スリリース
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「KOBE CINEMA PORT フェス 2018」映画館情報
劇場紹介④元町映画館
2010年、
元町商店街の中に誕生した小さな手づくりの映画館。
世界のいろんな国の、
いろんなジャンルの映画を日々上映しています。
企画イベントの充実ぶりは随一！
上映作品
（各回入れ替え制／自由席）
9月15日(土)〜9月21日(金)
『パンダコパンダ』
（1972／日本／32分／配給：トムス・エンタテインメント）
監督：高畑勲 脚本・原案：宮崎駿
『パンダコパンダ 雨ふりサーカス』
（1973／日本／93分／配給：トムス・エンタテインメント）
監督：高畑勲 脚本・原案：宮崎駿
9月22日
（土）
〜9月28日
（金）
『 草間彌生 わたし大好き』
（2008／日本／ 102分／配給： B.B.B.inc.）
監督：松本貴子 出演：草間彌生
【料金】
一般1500円、
シニア1100円
【チケット】２枚
※パンダコパンダは、
小中学生はチケット1枚、
未就学児無料、
高校生以上は2枚
◎鳥飼りょう 上映会
「SILENT FILM LIVE #02」
チャップリン、
キートンと並び称されるサイレント時代の喜劇スター、
ハロルド・ロイ
ドの傑作コメディを、
鳥飼りょうさんのピアノ生演奏付きでお楽しみください。
【上映期間】
9月15日(土)
【上映作品】
（2本立て）
『豪勇ロイド』
（1922年/アメリカ/50分）
『デブの料理番』
（1916年/アメリカ/14分）
【料金】
2000円
【チケット】 3枚

© TMS

『≒草間彌生 わたし大好き』(C)YAYOI KUSAMA

『豪勇ロイド』

『デブの料理番』

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

TEL 078-512-5500

FAX 078-512-5356

神 戸ア ートビレッジセンター
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「KOBE CINEMA PORT フェス 2018」グルメ情報
book and café gleam
【チーズのフォカッチャ＋選べるドリンク】
緑のテントと赤い立看板が目印！神戸駅から徒歩約５分の可愛らしい絵本カフェ。
ゆったりした空間でお茶と一緒に絵本が楽しめます。
（使用チケット：１枚）
メトロ卓球場
【チケット１枚で１台、
１時間使用可能！】
メトロこうべ内にある、
卓球サークルもカップルも楽しめる卓球場。
地元ファンに愛さ
れる卓球場で、
映画鑑賞〜卓球のデートコースはいかが？
（使用チケット：１枚）

「メトロ卓球場」

中畑商店
【 ホルモン
（５本）
+チューハイ】
優しいご夫婦が目の前で焼いてくれるホルモンは絶品！とてもアットホームで心安ら
ぐホルモン屋さんは何度も通いたくなりますよ〜！
（使用チケット：１枚）
湊湯
【入浴セット+ソフトドリンク】
タオル+シャンプー+石鹸のセットなので、
手ぶらでOK！映画とご飯の〆に銭湯はい
かがでしょう？！至福のコースでフェスを満喫してください！（使用チケット：１枚）

Coﬀee&Zakka Shelby

Coﬀee&Zakka Shelby
【ホットドッグ＋ポテトフライ＋ドリンク】
チケット1枚でこのボリュームはお得すぎません？！本場アメリカで揃えた雑貨に囲
まれた楽しい時間をどうぞ！
（使用チケット：１枚）
Cafe Cru.
【自家製サングリア＋淡路タマネギたくさんのキッシュ】
甘〜いタマネギのたっぷりのキッシュとフルーティなサングリアは相性抜群！自分ら
しい時間を過ごせるカフェです。
（使用チケット：１枚）

Cafe Cru.

喫茶 大力
【特製！季節のフルーツシロップときび砂糖練乳のかき氷】
旬のフルーツを使ったシロップはもちろん、
きび砂糖練乳も自家製！
和テイストの落ち着いた店内で涼んでください。
（使用チケット：１枚）
cafe shizuku
【日替わりシフォンケーキ＋珈琲】
入り口に立つだけでワクワクする外観。
そしておとぎ話に出てくるような可愛い店内
はそこにいるだけで癒されます。
（使用チケット：１枚）

喫茶大力

その他、
下記店舗にてご利用いただけます。
cafe Shizuku、
COZY COFFEE、
インド亭、
HOSTEL ユメノマド、
喫茶大力、
喫茶
エデン、
高田屋京店、
元町ヱビス、
じゅわっち、
八喜為、
家庭料理の店 やよい、
カラオ
ケ ハニー、
ボートピア新開地 ピア、
立ち飲みスタンド ぽとふ、
はっちゃんの台所、
甘
味処 福茶庵、
お好み焼き ひかり、
KIMICO、
猿人地鶏と酒、
元町通り三丁目、
インド
アゴルフ練習場 hangol メトロこうべ店 計27店舗
（使用可能な期間は店舗により異なりますので予めご確認下さい。
）

cafe shizuku

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

TEL 078-512-5500

FAX 078-512-5356

神 戸ア ートビレッジセンター
プ レ スリリース
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「KOBE CINEMA PORT フェス 2018」イベント情報
●KAVCアートジャック2018
神戸アートビレッジセンター全館を会場としたアートフェスティバル。
演劇、
ダンス、
美術、
映像、
音楽など様々なジャンルのアートを体験しよう！
９月15日
（土）
・16日
（日）
12：００〜２０:00
会場：神戸アートビレッジセンター 全館
【料金】
1000円
【チケット】
チケット2枚
【お問い合わせ】
神戸アートビレッジセンター 078-512-5500
●第97回 新開地寄席
落語ファンはもちろん、
初心者の方の落語デビューにも最適。
アットホームな落語会。
出演：桂雀三郎、
林家花丸、
、
笑福亭呂竹、
桂 弥太郎
９月16日
（日）
15：００開演
（14:30開場）
会場：新開地まちづくりスクエア 2Fホール
【料金】
予約・当日共に1500円
【チケット】
2枚※限定10名
【お問い合わせ】
新開地まちづくりNPO 078-576-1218

KAVCアートジャック2018

●神戸映画サークル協議会
市民映画劇場９月例会
「Viva！公務員」
９月２１日
（金）
11:30／14:30／19:00
9月22日
（土）
11:30／14:30／18:00
会場：神戸アートビレッジセンター 2F KAVCホール
【料金】
前売1300円、
当日1700円、
シニア・障がい者・大学生以下1300円
【チケット】
3枚
【お問い合わせ】
神戸映画サークル協議会事務局 078-371-8550

K新開地寄席

●IMAGICAウェスト KOBE CINEMA PORTフェス
「描いた絵がうごく！
！フィルムワークショップ」
実際の映画と同じ35mm幅の帯状の透明フィルムに絵を描いて、
手まわし映写機で投影し、
みんなで上映会をします。
自作フィルムはお持ち帰りいただけます！
9月24日
（月・祝）
①13:00〜 ②14:30〜 ③16:00〜
会場：神戸アートビレッジセンター KAVCギャラリー
【定員】
各回10名※先着順
【料金】
予約・当日共に800円
【チケット】
１枚
【お問い合わせ】
神戸アートビレッジセンター 078-512-5500

「描いた絵がうごく！
！フィルムワークショップ」

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

TEL 078-512-5500

FAX 078-512-5356

