
ベルリン・天使の詩

〒930-0083 富山県富山市総曲輪3-3-16ウィズビル4F

TEL : 076-422-0821 ※ライブホール貸出などのお問合せ（担当：瀬尾）まで

Mail : info@hotori .jp　Web : https://hotori .jp/
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休

館
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ウクライナから平和を叫ぶ 10:00

アナザー・カントリー13:50

ケイコ 目を澄ませて 18:00

オルガの翼 10:00 猫たちのアパートメント 10:00 
よだかの片想い

10:00
チョコレートな人々

10:00 ★

よだかの片想い
12:50

チョコレートな人々
12:10 ★

はだかのゆめ
15:20★

はだかのゆめ
14:30

チョコレートな人々 10:00

よだかの片想い12:10

チョコレートな人々 14:20

ほとり座スケジュール2023.02 ※9:30〜オープン　※開場は開映10分前です　★…イベント　　…サービスデイ

2/

ヴィム・ヴェンダース18:00

都会のアリス夢の涯てまでも

三宅唱監督特集 20:10

チャン・リュル監督特集19:30

群山 福岡 群山 福岡 群山 福岡 群山

㊙色情めす市場10:00

ピンク・クラウド12:00 冬の旅 12:00

殺し屋たちの挽歌 14:10

殺し屋たちの挽歌 10:00
天上の花 10:00

★2/26( 日 ) 舞台挨拶

ピンク・クラウド12:10

冬の旅 14:20

柳川13:10 柳川12:30

センキョナンデス14:50

冬の旅 16:20

ピンク・クラウド19:30

ピンク・クラウド
16:30

㊙色情めす市場19:30

メイクアップ・アーティスト
ケヴィン・オークイン・ストーリー 11:40

きみの鳥 やくたたず Playback

ヴィム・ヴェンダース レトロスペクティブ 12:00

ブエナ・ビスタ まわり道 ベルリン 都市とモード アメリカの友人 東京画パリ、テキサス

ヴィム・ヴェンダース レトロスペクティブ 19:30

都会のアリス さすらい 東京画 まわり道 都市とモード アメリカの友人ベルリン

18（土） 19（日） 20（月） 21（火） 22（水） 23（木） 24（金） 25（土） 26（日） 27（月） 28（火）
3/ 1（水） 2（木） 3（金）

猫たちのアパートメント15:00 子猫をお願い14:30

子猫をお願い17:00 オルガの翼 16:50

パリ、テキサス さすらい ブエナ・ビスタ ベルリン パリ、テキサス

ヴィム・ヴェンダース レトロスペクティブ 19:30

はだかのゆめ16:30

センキョナンデス16:00
★2/26( 日 ) 舞台挨拶
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ペア50割

障がい者

月曜サービスデイ

円

円

円

円

※1. どちらかが50歳以上であり2人連れの場合

※2. 障がい者手帳ご提示ください（付き添いの方1名様まで同一料金

※3. サービスデイは会員ポイント2倍

※作品により特別料金設定になる場合もございます

※未就学児の方は無料です

料金 表 会員サービス

円2,000年会費：一般 ／ 円1,500シニア（60歳以上）入会金： 円500

割引価格で観れる！ ポイントが貯まる！
マンスリーガイドが

自宅に届く！

シネマ予 約

2023年1月より、映画鑑賞のご予約は不要となりました。
なお、イベント上映のみご予約を承ります。

アクセス・駐 車 場

富山駅　徒歩20分
市内電車　グランドプラザ前駅より徒歩3分/中町駅より徒歩2分
路線バス　総曲輪停留所より徒歩2分

アクセス：

1F 地場もん屋総本店 営業時間外は西別院側の入口を
ご利用ください。

入　　口：

鑑賞料1,000円以上ご利用で、
グランドパーキング駐車券400円分をお渡しいたします。

駐  車  場：

< 甫木元空監督 舞台挨拶・ソロライブ >

< 舞台挨拶&ワークショップ >

センキョナンデス 舞台挨拶
ダースレイダー／プチ鹿島監督

劇場版

天上の花 舞台挨拶
片嶋一貴監督・寺脇研プロデューサー

■ご予約

ほとり座シネマガイドが
リニューアルしました！

MONTHLY CINEMA GUIDE
マンスリーシネマガイド

西別院西別院東別院東別院

将軍バーガー将軍バーガー
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1959年生まれ。81年東海テレビ入社。

アナウンサーを経てドキュメンタリー

制作。劇場公開プロデュース作品に

『神宮希林』(14)、『ヤクザと憲法』(15)、

『人生フルーツ』(16)、『眠る村』(18)、

『さよならテレビ』(19) など。鹿児島テ

レビの『テレビで会えない芸人』（21）

では局を越えてプロデュース。

阿武野 勝彦氏（あぶの・かつひこ）

舞台挨拶

上映後2/11(土) 10:00~

1992 年、埼玉県生まれ。多摩美術大学映

像演劇学科卒業。2016 年青山真治・仙

頭武則共同プロデュース、監督・脚本・

音楽を務めた『はるねこ』で長編映画デ

ビュー。2019 年にはバンド「Bialystocks」

を結成。映画による表現をベースに、音楽

制作などジャンルにとらわれない横断的

な活動を続ける。現在、高知県四万十町

在住。

甫木元 空氏（ほきもと・そら）

舞台挨拶・ソロライブ

2/11(土)15:20 上映後（シネマホール）

ほとり座HP内の〈スケジュール予約〉

又は、右図のQRコードを読み込んでください。

お電話：076-422-0821

2/26(日) 10:00~
上映後スタート

2/26(日) 16:00~
上映後スタート

柳川（チャン・リュル監督）

その日の記録は、1 冊の小さな本にしてお渡しします。

2/12(日)12:10～上映／14:00～16:00

15名

3,500円（鑑賞料込）

永森 志希乃さん（風景と食設計室ホー）

ドライフルーツやナッツなどのチョコレートバーク
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案 内 人

つくるもの

2/11(土) 15:20~

「チョコレートな人々 」を鑑賞後、抱えるモヤモヤも温め、溶かしながら、

あなたのためのチョコレートをつくる時間にしましょう。

Introduction to your chocolates
いくつかの質問と、チョコレートづくり


