タイムテーブル
上野東急２ / 不忍池水上音楽堂

関 連イベント
上 野 恩 賜 公 園・噴水広場

無料

前夜祭
ト
イベン

「したコメ」
インフォメーションコーナー
台東区フィルム・コミッション PRコーナー
22日・23日 10:00−17:00

無料

ROX 3 スーパーマルチコート

9.21
月・祝

前売り 2500円 / 当日 3000円
上野東急２

ゲゲゲの鬼太郎

深海獣雷牙

〈音声ガイド付き上映〉

千年呪い歌

しゃべれども しゃべれども

開演 11：00（開場10：30）/ 全席自由

開演 12：00（開場11：30）/ 全席自由

開演 10：30（開場10：00）/ 全席自由

前売り 500円 / 当日 500円
©2007『しゃべれども しゃべれども』製作委員会

前売り 1000円 / 当日 1200円

©2009 CROSSROADS Co.Ltd.

前売り 1000円 / 当日 1200円

開演 18：30（開場18：00）/ 全席指定

浅草六区発 秋のお笑い収穫祭！

開演 14：00（開場13：30）/ 全席自由

開演 14：45（開場14：15）/ 全席自由

浅草がんばる会、河野通夫プロデュースによる
「お笑いウ
ルトラマン！時間はたったの3分間！」
「今年も豊作、旬な
芸！」
の2本立でガチンコ勝負！
22日 13:00− / 23日 12:00−

前売り 500円 / 当日 500円

前売り 1000円 / 当日 1200円

Select30まで進みながら惜しくも入選を逃した作品の中
から、優秀な作品を２日間に分け公開！
22日 15:00− / 23日 14:00−

昨年の「したコメ」の様子をパネルにし、ゲストのメッ
セージ
（色紙）
と合わせて展示。
22日−25日

浅草キッドのコメディ映画講義
・みんな〜やってるか！
・男はつらいよ 寅次郎相合い傘
開演 13：00（開場12：30）/ 全席指定

映画ライブ それが活弁！

「したコメ」
インフォメーションコーナー
プレイバック
「したコメ」

©1975

松竹

©東映

1964年

前売り 1800円 / 当日 2000円

飢餓海峡

クヒオ大佐

開演 9：30（開場9：10）/ 全席自由

開演 10：30（開場10：00）/ 全席自由

前売り 1000円 / 当日 1200円

前売り 1300円 / 当日 1500円

©『クヒオ大佐』製作委員会

喜劇 駅前温泉

地獄行き
タチマワ・リー〜悪人よ
急行列車に乗れ

開演 13：15（開場12：45）/ 全席自由

開演 13：20（開場13：00）/ 全席自由

前売り 1000円 / 当日 1200円

©東宝

したまちコメディ大賞2009

昼間から呑む

開演 18：00（開場17：30）/ 全席指定

開演 16：00（開場15：45）/ 全席自由

開演 16：30（開場16：00）/ 全席自由

前売り 3500円 / 当日 4000円

©2009 keikosootome
「したまちコメディ映画祭in台東」実行委員会

前売り 1000円 / 当日 1200円

9.23
水・祝

前売り 1300円 / 当日 1500円

Showbox/Mediaplex, Inc.

したまちカップル ハリウッドへ行く

前売り 1300円 / 当日 1500円

©2008 StONEwork. All Rights Reserved.

不忍池水上音楽堂

カリカチュア展示
「したコメ人」
や役者など人物画（カリカチュア）
を展示。
22日−25日 開場から最終上映終了まで
©2006 Python (Monty) Pictures Limited. All Rights Reserved.

世紀の大弱点

祝！モンティ・パイソン結成40周年！！

コント55号

空飛ぶBBC帝国

開演 15：30（開場15：00）/ 全席自由

開演 13：00（開場12：30）/ 全席自由

カリカチュア体験（各日50人限定）

前売り 1000円 / 当日 1200円

©東宝

前売り 1800円 / 当日 2000円

カリカチュアの第一人者であるKageをはじめ、
カリカチュ
ア・ジャパンアーティストによるカリカチュア体験を実施。
※映画鑑賞された方の中から抽選でご体験いただけます。
24日、25日

喜劇 婚前旅行

ジャパン
プレミア！

浮かれたゴミ屋さん
開演 16：00（開場15：30）/ 全席自由
前売り 1300円 / 当日 1500円

Filmko Entertainment Limited

ジャパン
プレミア！

紀元1年が、こんなんだったら！？

開演 18：30（開場18：00）/ 全席自由
©松竹

1969年

浅 草 パークホール

無料

火・祝

オープニングセレモニーに引き続き作品を上映します

『みんな〜やってるか！』 監督：北野武
©1994 バンダイビジュアル／オフィス北野

〈麻生八咫と愉快な門下生たち〉
活弁士、麻生八咫による活弁教室の公演を開催！
22日 17:30− / 23日 16:30−

9.22

前売り 1300円 / 当日 1500円

©2009「大洗にも星はふるなり」製作委員会

上野東急２

「したまちコメディ 大賞2009」外伝

浅 草 公 会 堂 ロビー

開催 16：00 ‒ 17：30 浅草船着場‒雷門‒浅草公会堂 観覧自由
ニング
オープ
上映

オープニングセレモニー
大洗にも星はふるなり

22日 11:00−

FMラジオによる音声ガイド付き上映

史上初！
！船乗り込み＆レッドカーペット

・喜多方・
デコトラの鷲2 会津
人情街道！

ヤッターマン

無料

浅草公会堂

開演 22：30（開場22：00）/ 全席指定

上野東急２

若手芸人お笑いライブ

浅草中映劇場

復活！映画秘宝ナイト

スクリーンミュージックコンサートIN上野
（東京藝術大学音楽学部生による金管アンサンブル）
22日・23日 10:30−／12:00−／14:30−／16:00−

東京国立博物館・平成館

前売り 1000円 / 当日 1200円

© 2009 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

ジング
クロー ト
イベン

前売り 1000円 / 当日 1200円

開演 18：30（開場18：00）/ 全席指定

（開場11：00）/ 全席自由

東京都主催による講演会
ロケ撮影の現状と今後についてのパネル・ディスカッショ
ン等 ※入場は招待制となります。
25日

©東宝

前売り 2000円 / 当日 2300円

俺は眠たかった!!

台東区フィルム・コミッション PRコーナー

前売り 1300円 / 当日 1500円

開演 11：30

俺は忍者の孫の孫

木

開演 19：00（開場18：30）/ 全席自由

クロージングセレモニー
声優口演ライブinしたコメ 2009

コント55号

9.24

9.25
金

クロージングセレモニーに引き続き声優口演を開始します

開演 16：00（開場15：30）/ 全席自由

25日
©松竹

1970年

前売り 1000円 / 当日 1200円
※内容は変更することもございますので、あらかじめご了承ください。

その他の情報

チケット、お問い合わせ

8/15（土）［電子チケットぴあ］ 0570-02-9999

第2回したまちコメディ映画祭in台東
［浅草公会堂］

Pコード 555-495

［浅草中映劇場］

Pコード 555-496

［東京国立博物館・平成館］Pコード 555-497
［上野東急２］

Pコード 555-498

［不忍池水上音楽堂］ Pコード 555-499

浅草
地区

シャトルバス（パンダバス）

前売りチケットは、
下記でお買い求めください
［発売日］

上野
地区

http://t.pia.jp/cinema/cinema.html
［お問い合わせ］

03-6809-0560
（月〜金および会期中：9:30‒18:00）

公式HP

http://www.shitacome.jp

9/22(火・祝)、
23(水・祝)の２日間、
上野〜浅草の会場移動用に、映画祭専用シャトルバスを運行しま
す（無料）
。なお、運行時間については、
各会場及びバス停でご確認
ください。
運行ルート：上野（東京文化会館前）
⇔浅草（浅草公会堂前・花やしき前）
※バス停はチラシ記載の会場地図をご参照ください。
映画祭専用シャトルバスの発着場です

映画祭専用シャトルバスの発着場です

