上映チケット料金

NOVEMBER

LINEUP
¥1,400

2022

一律

開館時間：当日一回目の上映開始30分前（当日分チケット販売開始）

古典ホラー特集 10/31

黒猫

月

10

〜

31

〜11/13

呪いの家

1934年／アメリカ／65分
監督：エドガー・G・ウルマー
出演：ボリス・カーロフ、
ベラ・ルゴシ

1944年／アメリカ／99分
監督：ルイス・アレン
出演：レイ・ミランド、
ルース・ハッシー

第一大戦後のハンガリー小さな街を
舞台にした怪奇ドラマ。ホラー映画
の二大怪優カーロフ＝ルゴシの初共
演作として知られる怪奇作。

断崖の上に立つ邸宅が幽霊屋敷であるこ
とを承知購入したリック兄弟。彼らは
引っ越した日から奇妙で奇怪な出来事に
遭遇する…。

©Universal Pictures

10/31〜11/6 12：00〜13：05

©Paramount Pictures

11/7〜11/13 13：50〜14：55

10/31〜11/6 13：40〜15：20

デッド・オブ・ナイト

月

11

1962年／アメリカ／78分
監督・製作：ハーク・ハーヴェイ
出演：キャンディス・ヒリゴス
フランシス・フェイスト
シドニー・バーガー
自動車事故で唯一生き残った主人公メア
リーが体験する恐怖の白昼夢の不条理譚
を大胆な手法で作り上げた怪奇幻想カル
トホラー。

©Ealing Studio

©Harcourt Producrions

10/31〜11/6 15：50〜17：35
11/7〜11/11 19：10〜20：55

10/31〜11/4 19：10〜20：30
11/12・13

17：40〜19：25

月
〜

21

月

12
4

11/7〜11/13 12：00〜13：20

11/18 ・19 ・20

2010年／日本／106分
原作・脚本・監督：吉浦康裕 音楽：岡田徹
アニメーション制作：スタジオ六花
キャスト：福山潤、野島健児、
田中理恵、佐藤利奈、
ゆかな
中尾みち雄、伊藤美紀、沢城みゆき、清川元夢、杉田智和
山口由里子、水谷優子

2018年／日本／118分
原作：森見登美彦
『ペンギン・ハイウェイ』
（角川文庫刊）
監督：石田祐康 脚本：上田 誠（ヨーロッパ企画）
音楽：阿部海太郎 制作：スタジオコロリド
キャスト：北 香那、蒼井 優、西島秀俊、竹中直人
釘宮理恵、
潘めぐみ、
福井美樹、
能登麻美子、
久野美咲

11/21〜11/25
11/26・27
11/28〜12/4

12：30〜14：30
13：30〜15：30

インディーアニメ・インシネマ
自主制作アニメのオムニバス上映

18：10〜19：30

©2009/2010 Yasuhiro YOSHIURA / DIRECTIONS, Inc.

© 2018 森見登美彦・KADOKAWA／「ペンギン・ハイウェイ」製作委員会

11/21〜11/27
11/28〜12/4

11/5・6

イヴの時間 劇場版

ペンギン・ハイウェイ

11

11/7〜11/13 15：30〜17：10

恐怖の足跡

1945年／イギリス／103分
監督：チャールズ・クライトン
ベイジル・ディアデン、
アルベルト・カルバカンティ
ロバート・ハーメル
出演：マイケル・レッドグレーヴ
サリー・アン・ハウス、
ベイジル・ラドフォー
イギリスの代表的な監督４人が演出した５話か
ら成るホラーアンソロジーの古典。

13

11

19：00〜20：50
16：30〜18：20
16：00〜17：50

話題の7作品を集めたオムニバス形式のショートプログラム／60分
『ペイル・コクーン』吉浦康裕 『フミコの告白』石田祐康
『PUPARIA』玉川真吾 『ROMANCE OF THE TURN』木村拓
『ミルキー☆ハイウェイ』亀山陽平 『高野交差点』伊藤瑞希
『よるをひらいて』鮮ナヲキ
11/21〜11/27
15：00〜16：00

12：00〜13：00
19：10〜20：10
12：00〜13：00
18：20〜19：20

11/28〜12/2
©Yasuhiro YOSHIURA/DIRECTIONS Inc. ©ishidahiroyasu
©2020 Shingo Tamagawa ©2016/KIMURA MOVIE 木村拓
©2022 ミルキー☆ハイウェイ ©2021Mizuki Ito ©2022 UNDERPINE

12/3・4

日本コメディ映画祭 愛知公演
チケット・演目詳細はこちら
→https://japancomedyﬁlmfes.com/

2022.11

11/1
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火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

黒猫【12：00〜13：05】

昼 呪いの家【13：40〜15：20】

恐怖の足跡【12：00〜13：20】
日本コメディ
映画祭

黒猫【13：50〜14：55】

【15：50〜17：35】 呪いの家
デッド・オブ・ナイト
【15：30〜17：10】

恐怖の足跡
夜 【19
：10〜20：30】

11/5 ・6 は

デッド・オブ・ナイト

【18：10〜19：30】【19：10〜20：55】

11/20 は

11/12 ・13 は

17：00〜授賞式

【17：40〜19：25】

※上映開始10分経過後の入場はできません。 ※都合により、
番組・上映時間等が変更になる場合がありますのでご了承ください。
※本編前に予告編上映がある場合、
上映時間に5分前後、
時間追加の場合がございます。

【19：00〜20：50】

自主制作アニメのオムニバス上映
【16：30〜18：20】【19
：10〜20：10】

名古屋
中郵便局

大須
観音

大須公園

まんだらけ
名古屋店

大須シネマ

西大須
裏門前町

若宮大通久屋

1

三井住友銀行
上前津支店

赤門東

上前津駅

名古屋大須
郵便局

大須三丁目

フラリエ

若宮南

万松寺

●名古屋市営地下鉄
鶴舞線「大須観音」
2番出口より徒歩5分

ペンギン・ハイウェイ

インディーアニメ・インシネマ 自主制作アニメの 【13：30〜15：30】
イヴの時間 劇場版
オムニバス上映【15：00〜16：00】
【16：00〜17：50】
イヴの時間 劇場版
11/26 ・27 は インディーアニメ・インシネマ

第 アメヨコビル

http://www.osucinema.com/

●名古屋市営地下鉄
鶴舞線・名城線「上前津」
8番出口より徒歩6分

インディーアニメ・インシネマ
自主制作アニメのオムニバス上映

【12：00〜13：00】

名古屋高速2号東山線
大須観音駅

名古屋市中区大須三丁目27番12号
［ お問い合わせ ］
TEL： 052〜253〜5815 MAIL： info@osucinema.com

【12：30〜14：30】
ペンギン・ハイウェイ

