
フォーラム八戸
〒 031-0042  
八戸市十三日町16番地 チーノはちのへ５F
営業時間｜ 9:30 -22:00

●お客様に選んでいただける指定席となっております。
　※ご鑑賞日の２日前より座席指定券を販売しております。 
　※前売券をお持ちの方も座席指定券へのお引換えが必要となります。
●毎週上映時間が変わります。
●上映時間はフォーラム八戸公式サイト、ウィークリーガイド、
　ご鑑賞当日の「デーリー東北」でご確認ください。

劇場案内

料 金

※3D作品は、3D料金300円＋メガネ代100円（クリップ型は300円）が追加になります。
※学生の方は、学生証（顔写真付）のご提示がない場合一般料金になります。
※スタンプ会員証ご提示で一般 400円引き、大学生・専門学校生300円引き、高校生
　以下200円引きになります。（要氏名記入）
※作品によって特別料金の場合がございます。
※はちのへ共通商品券をご利用いただけます。
※クレジットカードでのお支払いがご利用いただけます。（一部を除く）

一 般 1,700円 大学・専門学校 1,400円
小学・中学・高校 1,000円 幼児（３歳以上） 1,000円

24時間対応音声案内サービス | TEL 0178-38-0035

＊… おふたりでご利用のサービスは、同一時間の同一作品をご鑑賞の場合に限らせていただきます。

■４時間無料…
スカイパーキング

■３時間無料…
大丸駐車場
稲川駐車場
八青パーキング
ヴィアノヴァ駐車場
…駐車場入口

ヴィアノヴァ
駐車場

稲川駐車場

大丸駐車場

スカイ
パーキング
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マート
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八青
パーキング

一般300円引/その他200円引

【５名様まで有効】※他サービスとの併用はできません
※一部の特別上映・料金均一上映にはご利用いただけません

割引券
有効期限 2017. 8. 1 - 8.31

ふたりデイ
毎週 木曜

レイトショー
毎日18時以降

おふたりで 2,200円

メンズデイ
毎週 月曜

ファーストデイ
毎月1日

障がい者割引
障がい者手帳ご提示の方と
お連れの方２名様まで

プレミアム会員
※詳細はお問い合わせください

夫婦50割引 
毎日  どちらかが50歳以上 
※要証明 ※スタンプ会員は1,100円

割引サービス 1,300円

レディースデイ
毎週 水曜

十三日の市
毎月13日

割引サービス 1,100円 割引サービス 1,000円

シニア割引
毎日  60歳以上

バースデイ割引
誕生日と前後３日間ずつ（計７日間）
本人とお連れの方1名様

※受付の際、駐車券をご提示ください
※駐車場のサービス内容は予告なく
　変更になる場合がございます。

フォーラム八戸（９スクリーン）
h t tp : // fo rum-mov ie .ne t/hach inohe

マンスリーガイド

フォーラム八戸

no.159

※１…各種招待券はご利用頂けません。 ※終了日は各種ご案内にてご確認ください。諸般の事情により上映作品・期間など予告無く変更になることがございます。あらかじめご了承ください。
［劇場からのお願い］●上映中は携帯電話の電源をお切りください。メール確認などの画面操作もおやめください。●劇場外からの飲食物のお持込はお断りいたします。
●上映中のおしゃべり、前の座席を蹴るなど、他のお客様の迷惑となる行為はおやめください。●上映中、異常があった場合はすぐにスタッフにご連絡ください。
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― 数ある国際映画祭の中で、　
　　カンヌ映画祭はどのような
　　位置付けにあるのでしょうか？

　我々配給会社が買い付けに行
くマーケットはカンヌのほかに、
２月のベルリン、９月のトロント、
11 月の AFM（ロサンゼルス）な
どがあります。中でもカンヌの
マーケットは興行的に成功しそ
うな新作の企画発表が多い上に、
併設された映画祭はアート作品
のコンペが大変充実しています
ので、映画の幅が広いと思います。

― 映画祭ではどんな一日を過
　   ごされますか？

　毎朝８時から朝会議をやって、
前の日の報告とその日の動きの
確認を行います。そのあと僕は
９時半からマーケット試写とブー
ス巡りをして、だいたい夜の 10
時頃に最後の試写が終わります。

― １日何本くらい見るので 
　   すか？

　６～７本ですね。

― ハードですね！全部最後ま
　   で見るのですか？

　まれに途中で出ることもあり
ますよ。今回ある試写に行った
ら、キャストが豪華なので他社
の買い付けも大勢いたのですが、
映画があまりにもひどくて、開
始 30分後にはすっからかんにな
りました…。毎日ホテルに戻っ
てからはその日の試写レポート

を書いて、試写は英語なので次
の日に見る作品の予習もして、
終わるとだいたい夜中の 3 時ご
ろになってしまいます。3 時間だ
け寝てまた朝会議の準備をする
ので、体調管理が難しいです。

― 買い付けた作品について教 
　   えてください。

　今回のカンヌでは新しく 5 本
の劇場公開作品を買い付けてい
ますが、残念ながら売り手側の
事情でまだ発表できません。今
秋公開する、注目度の非常に高
い 1 本もあるのでお話ししたい
のですが…。映画祭前にすでに
買っていた作品では、『アーティ
スト』のミシェル・アザナビシ
ウス監督の新作があります。ゴ
ダールが『中国女』の主演女優
と結婚して別れるまでを描いた
映画です。ジョン・キャメロン・
ミッチェル監督の『HOW TO 
TALK TO GIRLS AT PARTIES』
も企画の段階で買っていました。

― 今回のカンヌでは Netflix　   
　   騒動が話題になりましたが、
　   どうご覧になりましたか？

　ちょうど僕も行きの飛行機で、
昨年度のアカデミー賞作品賞に
ノミネートされた『最後の追跡』
を見たのですが、…（続く）

カンヌ映画祭のもう一つの顔、
フィルム・マーケットについて

Vol.1FORUM
INTERVIEW

劇場ホームページにインタビュー全文を掲載
していますので、ぜひご覧ください。

フォーラム番組編成　橋浦綾

　毎年 5 月はカンヌ映画祭の季節。映画スターの華やかなレッドカーペット
がニュースを賑わせる一方で、同時に開催されるフィルム・マーケットと呼
ばれる映画の見本市に世界中の映画関係者が参加して、映画の権利を売買し
ています。私たちがいつも見ている外国映画が買い付けられる舞台裏を垣間
見たくて、いつもお世話になっている配給会社ギャガさんにお邪魔して、
カンヌから帰国直後の水野貴夫さんにお話を伺いました！

8/11（金）-
『スパイダーマン：ホームカミング』

兄に愛されすぎて困ってます

１土 武曲 MUKOKU

１土 セールスマン

１土 カフェ・ソサエティ

LOGAN／ローガン

花戦さ

パトリオット・デイ

22年目の告白 -私が殺人犯です-

キング・アーサー

家族はつらいよ2

１土 トモシビ
銚子電鉄6.4kmの軌跡

ハクソー・リッジ

美女と野獣

ハードコア

光

スプリット
マンチェスター・バイ・ザ・シー

☎0178-38-0035 劇場スタッフまで

片桐はいりさん トーク付上映決定！

上映後にトークショーを開催します。映画について、お芝居
について、そして意外と深い“八戸とのつながり”について、
お話しいただきます。詳細はお問い合わせください。

銀魂
7/14 - 

2004 年から連載中の人気コミック
『銀魂』が満を持して実写化！多く
のコメディ作品を手掛けてきた福田
雄一監督が、笑いと人情の『銀魂』
ワールドを存分に爆発させ、今ここ
に熱き侍エンターテインメント映画
が誕生する！時は幕末、黒船ではな
く宇宙船の襲来で鎖国を解かれた江
戸の町。便利屋を営む元・攘夷志士
の銀時は、かつて “白夜叉” と恐れ

られた剣の達人だが、その気配を微
塵も感じないほど、ぐうたらな生活
を送っていた。ある日、かつての仲
間・桂が辻斬りに遭い、行方不明に
なったという知らせが舞い込む。そ
の影には、銀時や桂と共に国のため
に戦った高杉の姿があるようで…。

©空知英秋／集英社　©2017「銀魂」製作委員会

2017 /日本/ 2h10

福田雄一
小栗旬/菅田将暉/橋本環奈/堂本剛

怪盗グルーのミニオン大脱走
7/21 - 

『SING／シング』『ペット』のユニ
バーサル・スタジオとイルミネー
ションが贈る『怪盗グルー』シリー
ズ最新作！晴れて結婚したグルーと
ルーシーの前に、80年代ファッショ
ンに身を包んだ最強のライバル悪
党・バルタザールが現れた！さらに、
グルーも知らなかった双子の兄弟・
ドルーの存在が明かされる！一方、
ミニオンたちは、すっかり安定志向

になってしまったグルーと決別し、
新たな最強最悪のボスを探して旅に
出ることを決断し…。果たして、グ
ルーとミニオンたちの運命は！？こ
の夏、シリーズ史上最大のスケール
で繰り広げられる、笑いと興奮と感
動の物語が始まる！！

©2017 Universal Studios. ALL RIGHTS RESERVED

2017 / アメリカ/ 1h30

カイル・バルダ/クリス・ルノー
笑福亭鶴瓶/芦田愛菜/中島美嘉/松山ケンイチ

パイレーツ・オブ・カリビアン 最後の海賊１土

７金 ジョン・ウィック：チャプター2

14金 銀魂
８土 ライフ

８土 光をくれた人
８土 映画 夜空はいつでも

最高密度の青色だ

８土 はじまりへの旅

８土

21金 怪盗グルーのミニオン大脱走

28金 ザ・マミー 呪われた砂漠の王女
22土 心が叫びたがってるんだ。

22土 マイ ビューティフル ガーデン

22土 20センチュリー・ウーマン ５土 結婚

４金 トランスフォーマー
最後の騎士王

５土 劇場版 仮面ライダーエグゼイド／
宇宙戦隊キュウレンジャー THE MOVIE

メットガラ
ドレスをまとった美術館

笑う101歳×2 
笹本恒子 むのたけじ

29土 東京喰種 トーキョーグール

15土 カーズ／クロスロード

15土 パワーレンジャー

15土 ブラッド・ファーザー
15土

15土 ローマ法王になる日まで

スタッフ急募！
パート

［勤務時間］※シフト制
8：30 - 22：00の間の
４-５時間程度

学生アルバイト

1 7：30 -22：00
 8：30 -22：00

［時給］760 円 春のプレミアム会員
募集期間を延長しております！

※定員に達し次第、募集を終了します。
※詳細はスタッフまでお問い合わせください。

公式ＨＰからエントリーしていただくか、お電話ください。

・上記時間内で、1日４時間程度
・週3～5日程度、原則として土・日・
祝日を含め何曜日でも働ける方
ただし授業などで勤務できない曜日
がある場合はご相談ください
・長期間働ける方 
・高卒以上

平 日
土・日・祝

※試用期間中は740円

［勤務時間］※シフト制

［時給］780 円
※試用期間中は760円

※特別料金のため、各種割引、招待券、
会員鑑賞券はご利用いただけません。

映画鑑賞優遇制度があります

※他のお仕事とのかけもちはできません。

／
／

シニア（1,100円でご鑑賞）の方でも、
年間10本以上観る方はお得です！

年会費 10,000 円で、会員鑑賞券
10枚と会員証を進呈。
会員証のご提示で映画鑑賞代を
1,000 円にご優待！

入会日～2018年５月31日まで有効期限

空知英秋

南郷名画座共同企画

8月18日（金）-19日（土）に、南郷文化ホールで開催される
“南郷名画座”のゲスト：片桐はいりさんが、
フォーラム八戸にもご来場いただけることになりました！

©Stardust Promotion Inc.

8月19日（土）19：00 -（予定）

『小野寺の弟、小野寺の姉』
（主演：片桐はいり／向井理）
鑑賞料金：1,200円均一

７/29 よりチケット発売予定

上映作品

日時


