プレスリリース：解禁すぐ OK
批評家大絶賛！

「ライオン・キング」トニー賞受賞演出家ジュリー・テイモアが贈る
シェイクスピア『夏の夜の夢』

6/19（金）より奇跡の特別公開に劇場追加決定！

“舞台が進むにつれ、この世界の虜になる”
by デヴィッド・ルーニー（The Hollywood Reporter）

先日劇場公開が発表されたイオンシネマ系 7 館に追加して、以下 13 館でも 6/19 よりジュリー・テ
イモア演出『夏の夜の夢』が劇場公開されることになりました。
発表後、「大きなスクリーンの映画館で観たい！」や「何度でも観たい」など多くの反響をいただ
き、新宿ピカデリーを含め急遽公開劇場を追加することになりました。独特な世界観で才能を誇る
ジュリー・テイモアの演出と、人間業とは思えない動きと表情で観客を魅せるキャサリン・ハンタ
ーの妖精パックを、ぜひ、大きなスクリーンでお見逃しなく！
追加決定劇場：
東京）新宿ピカデリー https://www.smt-cinema.com/site/shinjuku/index.html
MOVIX 昭島 https://www.smt-cinema.com/site/akishima/
MOVIX 亀有 https://www.smt-cinema.com/site/kameari/
埼玉）MOVIX 三郷 https://www.smt-cinema.com/site/misato/
茨城）MOVIX つくば https://www.smt-cinema.com/site/tsukuba/
栃木）MOVIX 宇都宮 https://www.smt-cinema.com/site/utsunomiya/
群馬）MOVIX 伊勢崎 https://www.smt-cinema.com/site/isesaki/
静岡）MOVIX 清水 https://www.smt-cinema.com/site/shimizu/
大阪）なんばパークスシネマ https://www.parkscinema.com/site/namba/
京都）MOVIX 京都 https://www.smt-cinema.com/site/kyoto/

神戸）神戸国際松竹 https://www.smt-cinema.com/site/kobe/
山口）MOVIX 周南 https://www.smt-cinema.com/site/shunan/
鳥取）MOVIX 日吉津 https://www.smt-cinema.com/site/hiezu/
すでに発表されていた公開劇場：
宮城県）イオンシネマ名取 https://www.aeoncinema.com/cinema/natori/
東京都）イオンシネマ多摩センター https://www.aeoncinema.com/cinema/tama/
愛知県）イオンシネマ名古屋茶屋 https://www.aeoncinema.com/cinema/nagoyachaya/
大阪府）イオンシネマ茨木 https://www.aeoncinema.com/cinema/ibaraki/
岡山県）イオンシネマ岡山 https://www.aeoncinema.com/cinema/okayama/
広島県）イオンシネマ広島西風新都 https://www.aeoncinema.com/cinema/seifu/
福岡県）イオンシネマ福岡 https://www.aeoncinema.com/cinema/fukuoka/
※なお、政府による緊急事態宣言の発令、また新型コロナウイルス感染拡大の防止措置として、来館される地域のお
客様の健康と安全を第一に考え、劇場によってはマスク着用等の対策のお願いや臨時休業をする場合もあります。
詳しくは、各劇場の公式サイトをご覧ください。

＜プロジェクト概要＞

2014 年、ニューヨーク・ブルックリンにある Theatre for a New Audience (TFANA)で上演された本
作は、 同年トロント国際映画祭でプレミア上映され批評家の絶賛を浴びた。ブロードウェイの大ヒ
ット舞台「ライオンキング」で演出を務めたジュリー・テイモアが演出し、アカデミー賞ノミニー撮影
監督ロドリゴ・プリエトやアカデミー賞受賞作曲家エリオット・ゴールデンサールも参加し、独創性溢
れ観客を魅了する舞台となった「夏の夜の夢」は、興行時にはチケットが完売した傑作プロダクシ
ョンだ。その映画版は、リアルに舞台を見る機会に恵まれなかった世界中の人に、鑑賞の機会を
作ることができる貴重な上映となる。トップ クリエーターが創り上げる舞台上で輝くのは、キャサリ
ン・ハンター（「ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団」）やデヴィッド・ヘアウッド（「HOMELAND」、「ブラ
ッド・ダイヤモンド」）、ティナ・ベンコ（「アベンジャーズ」）、マックス・カセラ（「ブルージャスミン」）など
の名優たちだ。
シェイクスピア原作の舞台の中ではもっとも場面展開が多く、妖精や魔法が登場する「夏の夜の
夢」を、演出家ジュリー・テイモアは視覚的に息を飲むほど魅了される世界に仕立て上げている。
セクシーで、ファニーで、詩的なテイモアの演出を、撮影監督ロドリゴ・プリエト（「ブロークバック・マ
ウンテン」、「アルゴ」、「ウルフ・オブ・ウォールストリート」）が撮影し、「フリーダ」でアカデミー賞作
曲賞を受賞したエリオット・ゴールデンサールの音楽が盛り上げる。映画としてスクリーンに蘇る舞
台は、登場人物たちの心を深く捉え、観客の感情を揺さぶられる作品になっている。必見の傑作
なので、ぜひこの機会に劇場へ足をお運びください。公開情報は以下になります。ニュースとして
お取り上げいただけますと幸いです。

【公開情報】
公開日：2020/6/19（金）～ 終了日は各劇場により異なります
公開劇場：上記
料金： 一律3000円、学生2500円
作品情報 HP：https://www.culture-ville.jp/midsummer
劇場HP： https://www.aeoncinema.com/
写真素材を以下よりダウンロード頂けます。
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【作品情報】
＜基本情報＞
原題：A Midsummer Night’s Dream
上映素材：2D DCP
尺：148 分（インターバルなし）
製作国：アメリカ
制作年：2014 年
＜ストーリー＞
４つの話が見事に絡み合い紡がれるドラマ。結婚間近のアセンズ公シーシアスとアマゾン国のヒッ
ポリタ：喧嘩中の妖精王オーベロンと女王タイターニア：森で恋の駆け引きを繰り広げる４人の恋
人たち：そしてシーシアスとヒッポリタの結婚式の余興で演じる舞台を練習している一団。彼らが
一同に夏至の夜の森に集まったことから巻き起こる、面白くも幻想的なヒューマンドラマ。
テイモアは、この舞台で光と影のコントラストを駆使して、力強く魅惑的な「愛」の幻影を表現し
た。
＜キャスト＆スタッフ＞
パック：キャサリン・ハンター
（1991 年『貴婦人故郷に帰る』でローレンス・オリヴィエ賞最優秀女優賞受賞）
オーベロン：デヴィッド・ヘアウッド（『ブラッド・ダイヤモンド』）
タイターニア：ティナ・ベンコ（『LAW & ORDER：性犯罪特捜班』）
アセンズ公シーシアス：ロジャー・クラーク
アマゾン国女王ヒッポリタ：Okwui Okpokwasili
イージアス：ロバート・ラングドン・ロイド
ハーミア：リリー・イングラート
ディミートリアス：ザック・アップルマン（舞台「戦火の馬」）
ライサンダー：ジェイク・ホロウィッツ
ヘレナ：マンディ・マスデン
ボトム：マックス・カセラ（「ブルージャスミン」）
クインス：ジョー・グラファシ（「ディア・ハンター」）
フルート：ザッカリー・インファンテ

スターヴリング：ウィリアム・ユーマンス
スタウト（スナウト？）：ジェイコブ ・ ミン＝トレント
スナッグ：ブレンダン・アヴェレット
演出：ジュリー・テイモア
音楽：エリオット・ゴールデンサール
撮影：ロドリゴ・プリエト(A.S.C., A.M.C.)
振付：ブライアン・ブルックス
編集：バーバラ・テュライヴァー (A.C.E.)（「レディ・イン・ザ・ウォーター」）
装置・美術：エス・デヴリン（ロンドン五輪閉会式を担当）
衣装：コンスタンス・ホフマン
（ブロードウェイミュージカル”The Green Bird”でトニー賞ノミネートを受けた）
照明：ドナルド・ホルダー
（「ライオンキング」でトニー賞最優秀照明デザイン賞を受賞）
プロジェクションズ：Sven Ortel
プロデューサー：Lynn Hendee (P.G.A.)、Ben Latham-Jones
＜ジュリー・テイモアからのメッセージ＞
「夏の夜の夢」は、愛とそのパワーについてあらゆる側面から描いたシェイクスピアの作品の中で
はもっとも楽しい戯曲です。舞台化するだけでなく、その舞台が収録され映画化されるこの企画に
参加できたのは素晴らしいこと。生の舞台を複数のカメラで撮影するだけでなく、配置をコントロ
ールできるように撮影日を数日追加しました。私たちは、動くカメラとステディカムを駆使して、
舞台上のエネルギーやダイナミックさを捉え、様々なアングル・クローズアップ・役者のリアクシ
ョンなど、生の舞台の観客の目が届かないシーンを収めました。カメラはそこら中に配置され、ポ
ストプロダクションでは通常の映画のように編集作業を行い、作曲家エリオット・ゴールデンサー
ルが映画のためだけに音楽を追加することも可能にしました。
＜レビュー＞
“想像力に富んだジュリー・テイモアは、この劇場に最良のパートナーだ”
〜Time Out New York〜
“この上なく美しく、最高に魅惑的な舞台だ”
〜Newsday〜
“ジュリー・テイモアに限界はない。彼女の想像力で舞台は無限に形を変えるのだ”
〜ベン・ブラントレイ、The New York Times〜
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ジュリー・テイモア演出 『夏の夜の夢』

6/19（金） 劇場公開に 千葉 MOVIX 柏の葉 も上映決定！

“舞台が進むにつれ、この世界の虜になる”
by デヴィッド・ルーニー（The Hollywood Reporter）

昨日お知らせした 20 館に追加して、MOVIX 柏の葉も 6/19 よりジュリー・テイモア演出『夏の夜の
夢』が上映いたします。
昨日、公開劇場追加について発信した SNS も大変反応がよく、公開を楽しみにしてくださっている
人が多い様子です。
独特な世界観で才能を誇るジュリー・テイモアの演出と、人間業とは思えない動きと表情で観客を
魅せるキャサリン・ハンターの妖精パックを、ぜひ、大きなスクリーンでお見逃しなく！

公開全劇場リスト：
東京）新宿ピカデリー https://www.smt-cinema.com/site/shinjuku/index.html
MOVIX 昭島 https://www.smt-cinema.com/site/akishima/
イオンシネマ多摩センター https://www.aeoncinema.com/cinema/tama/
MOVIX 亀有 https://www.smt-cinema.com/site/kameari/
埼玉）MOVIX 三郷 https://www.smt-cinema.com/site/misato/
千葉）MOVIX 柏の葉 https://www.smt-cinema.com/site/kashiwanoha/index.html
茨城）MOVIX つくば https://www.smt-cinema.com/site/tsukuba/
栃木）MOVIX 宇都宮 https://www.smt-cinema.com/site/utsunomiya/
群馬）MOVIX 伊勢崎 https://www.smt-cinema.com/site/isesaki/
宮城）イオンシネマ名取 https://www.aeoncinema.com/cinema/natori/
静岡）MOVIX 清水 https://www.smt-cinema.com/site/shimizu/
愛知）イオンシネマ名古屋茶屋 https://www.aeoncinema.com/cinema/nagoyachaya/

大阪）なんばパークスシネマ https://www.parkscinema.com/site/namba/
イオンシネマ茨木 https://www.aeoncinema.com/cinema/ibaraki/
京都）MOVIX 京都 https://www.smt-cinema.com/site/kyoto/
神戸）神戸国際松竹 https://www.smt-cinema.com/site/kobe/
山口）MOVIX 周南 https://www.smt-cinema.com/site/shunan/
鳥取）MOVIX 日吉津 https://www.smt-cinema.com/site/hiezu/
岡山）イオンシネマ岡山 https://www.aeoncinema.com/cinema/okayama/
広島）イオンシネマ広島西風新都 https://www.aeoncinema.com/cinema/seifu/
福岡）イオンシネマ福岡 https://www.aeoncinema.com/cinema/fukuoka/
※なお、政府による緊急事態宣言の発令、また新型コロナウイルス感染拡大の防止措置として、来館される地域のお
客様の健康と安全を第一に考え、劇場によってはマスク着用等の対策のお願いや臨時休業をする場合もあります。
詳しくは、各劇場の公式サイトをご覧ください。

