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アンコール上映 アクション・コメディ

ピカデリー・MOVIX　1,900円（税込）均一

大阪：なんばパークスシネマ
兵庫：神戸国際松竹
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新宿ピカデリー [同時開催 ] 東京：MOVIX 昭島／埼玉：MOVIX三郷
／千葉：MOVIX柏の葉／愛知：ミッドランドスクエアシネマ／
大阪：MOVIX堺／熊本：熊本ピカデリー

大阪：なんばパークスシネマ／兵庫：神戸国際松竹

※上映作品は、劇場によって異なります。
※上映スケジュールは、IMW公式および劇場ウェブサイトに掲載
します。

各上映劇場のウェブサイトにてご確認ください。

開催期間・上映劇場

上映スケジュール

チケット販売キネカ大森�����金～ ���� 木

キネカ大森　一般 1,900 円

※特別興行のため、各種割引・招待券・株主優待券は、ご使用
いただけません。

その他割引・サービスは通常通り。
※毎週水曜 1,200円、1日 1,200円となります。
※全席指定 /入替制。
※特別興行のため、招待券・株主優待券は、ご使用いただけ
ません。

主催：SPACEBOX
公式サイト : imwjapan.com
Twitter: @ImwJapan

インディアンムービーウィーク

インディアンムービーウィーク2021パート 3
映画大国として知られるインドから、日本未公開作品を紹介するインディアンムービーウィーク。このたびの「パート3」では、話題作を日本初
上映するとともに、過去に上映した人気作品を加え、見逃せないラインナップを取り揃えました。
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日本初上映

コメディ

ダンスアクション

無職の大卒 ゼネコン対決編                     ����������������������

監督：サウンダリヤー・ラジニカーント
出演：ダヌシュ、カージョル、アマラ・ポール、
サムドラカニ、ヴィヴェーク
2017年 / タミル語 / 125分 / G

主人公、再び無職に
建設会社への就職を果たしたラグヴァラ
ンは、スラム再開発プロジェクトでの仕事
で、設計・建設賞の最優秀技師賞を受賞し
た。大手のワスンダラ建設から引き抜きの
オファーを受けるが、ラグヴァランは自分を
拾ってくれたアニタ建設への義理を通すた
めに断る。怒りに火が点いたワスンダラか
ら執拗な攻撃を受け、ラグヴァランは再び
無職になってしまう。
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ドラマ ダンス

バジラーオとマスターニー               　　　   ��������������

監督：サンジャイ・リーラー・バンサーリー
出演：ディーピカー・パードゥコーン、ラン
ヴィール・シン、プリヤンカー・チョープラー
2015年 / ヒンディー語 / 158分 / G

戦場で芽ばえ、宗教に阻まれる愛
18世紀、インド中西部のマラーター王国の
宰相兼将軍バジラーオは、遠征先で、兵士
として戦うマスターニと出逢う。彼女の勇
ましさを称えようとバジラーオは短剣を贈
る。彼女が育った文化では、それは求婚を
意味していた。バジラーオには妻がおり、マ
スターニーはイスラーム教徒だったため、
彼女は日陰者として扱われる。映像美の歴
史ドラマ。
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ドラマ ロマンス

日本初上映 ダンス

ジョンとレジナの物語        　 　　　　            �������

監督：アトリ
出演：アーリヤー、ナヤンターラ、ジェイ、
ナスリヤ・ナシーム、サティヤラージ
2013年 / タミル語 / 164分 / G

愛に挫折しても、人生は続いて行く
お見合いで結婚したジョンとレジナ。新郎
新婦はどちらも、親の説得に負けて不本意
に形ばかりの結婚生活に入ったのだった。
ある時ジョンは、レジナが過去にスーリヤ
という男と愛し合っていたことを知る。レ
ジナも、ジョンの悲恋の過去を知る。お互
いの過去を知り、２人の心には変化が起
こるが…。ヒットメーカー監督、アトリのデ
ビュー作。
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ドラマ 日本初上映 ダンス

鼓動を高鳴らせ        　　　　　             ���������������

監督：ゾーヤー・アクタル
出演：アニル・カプール、プリヤンカー・チ
ョープラー、ランヴィール・シン
2015年 / ヒンディー語 / 174分 / G

飼い犬だけが知る、富豪家族のホンネ
大富豪のメヘラ夫妻は、結婚30周年の記
念として、知人を招きトルコ、ギリシャを周
るクルーズ船の旅に出る。夫は会社を経
営し、２人は理想の夫婦に見られていた。
だが、会社は倒産の危機で、夫婦仲はすで
に破綻。娘、息子にも悩みがあった。家族
の本音を、飼い犬の視点を通じてつづる。
ゾーヤー・アクタル監督（人生は二度とな
い）が手がけた旅ドラマ。

©Excel Entertainment, ©Junglee Pictures

ドラマ

日本初上映 ダンス

デーヴィド 二つの物語      　　　　　               ��
��

監督：ビジョイ・ナンビヤール
出演：ヴィクラム、ジーヴァー、ナーサル、
タブー
2013年 / タミル語 / 127分 / G

旧約聖書の物語に重ね合わされた物語
1999年のムンバイと2010年のゴア、異なっ
た時代の二つの土地に生きる、デーヴィド
という２人のクリスチャンの男。ムンバイ
のデーヴィドは台頭するヒンドゥー原理主
義に直面し、暴力に打ちひしがれる。ゴア
のデーヴィドは、呑気に遊び暮らす中で、
消えていた恋心が再び芽吹きはじめる。旧
約聖書のダビデ王の物語がうっすらと重ね
合わされる。

©Gataway Films, ©Reliance Entertainment 

ドラマ 日本初上映 ダンス

心のままに        　　　　　         　　    ���	��������

監督：アヌラーグ・カシャップ
出演：タープシー・パンヌー、アビシェーク・
バッチャン、ヴィッキー・コウシャル
2019年 / ヒンディー語 / 156分 / G

恋人は夫にふさわしいのか
アムリトサルに暮らす女性ルミーは、ヴィッ
キーと情熱的な恋愛関係にある。結婚を
はぐらかすヴィッキーに不信感を抱いたル
ミーは、お見合いでロビーと結婚する。惑
いが消えないルミーと、去った恋人の存在
の大きさに気づいたヴィッキー、ルミーの
心の変化を待つロビー。バイオレントな作
品で知られるアヌラーグ・カシャップ監督
による結婚ドラマ。

©Colour Yellow Productions, ©Phantom Films

ロマンス

ロマンス

イングリッシュ・ミディアム    �������������	

監督：H・アダジャーニア
出演：イルファーン・カーン、
ラーディカー・マーダーン
2020年 / ヒンディー語 / 
145分/PG12 （未成年飲酒場面）

娘の留学を叶えるために
菓子店を営むチャンパクは
早くに妻を亡くし、娘ターリ
カーを一人で育ててきた。
留学に憧れるターリカーは
猛勉強し、ロンドンへの留
学奨学生に選ばれたが、父
のうかつな一言でチャンス
を失う。父は娘の願いを叶
えようと奮闘する。 ダンススリラー

©Maddock Films, ©Skywalk Films

マジック                                  ������

監督：アトリ
出演：ヴィジャイ、サマンタ、
S・J・スーリヤー
2017年 /タミル語 /169分
R15+（殺傷シーンあり）

医療をめぐる社会派スリラー
低所得者層地域で開業する
マーラン医師は、低額で患
者を診る人徳者で、国際会
議でも表彰される。彼の周
囲で医療関係者の不審死
が起こり、警察の捜査で浮
かび上がったのは、彼と瓜
二つの奇術師。２人には共
通する過去があった。

©Sony Music India, © Sri Thenandal Films

アンコール上映 ダンス

ムンナー・マイケル            �������������

監督：サッビール・カーン
出演：タイガー・シュロフ、ナワー
ズッディーン・シッディーキー
2017年 / ヒン ディー語 / 
140分 /G

MJに捧げるミュージカル
ムンナーは、マイケル・
ジャクソンを尊敬するダン
サー。あるきっかけでギャン
グのボスのダンスコーチと
なるが、ボスが好意を寄せ
ていた女性の夢を応援した
ことでボスと対立する。タイ
ガー・シュロフ主演のダンス
ミュージカル。

©Next Gen Films, ©Eros Worldwide

アンコール上映

ラーンジャナー                        ���������

監督：アーナンド・L・ラーイ
出演：ダヌシュ、ソーナム・カ
プール
2013年 / ヒン ディー語 / 
139分 /G

人生を貫く初恋
ヒンドゥー教の聖地バナー
ラス（ヴァラナシ）で生ま
れ育ったタミル人バラモン
のクンダンは、幼い頃から
イスラーム教徒の女性ゾー
ヤーに思いを寄せ続けてき
たが…。北インドに伝わる
「ヒールとラーンジャー」を
下敷きにした悲恋の物語。

©Colour Yellow Pictures, ©Eros Worldwide

フライング・ジャット   　　　　 �������������

監督：レモ・デソウザ
出演：タイガー・シュロフ、ジャ
クリーン・フェルナンデス
2016年 / ヒンディー語 / 
149 分/ G

ヒーロー成長物語
武術教師アマンは、悪徳
企業の暴挙からシク教徒
のご神木を守り抜いたこと
で超人的な力を得た。ヒー
ローとしての経験を積みな
がら、町の破壊を企てる悪
徳企業と対決する。ネイサ
ン・ジョーンズが怪物役を
好演。

©Balaji Motion Pictures
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