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「 YCAM 爆音映画祭 2018 」第 3 弾 ラ イ ン ナ ッ プ
2018 年 8 月 15 日（水）〜 26 日（日） ※火曜休映
山口情報芸術センター［YCAM］スタジオ A
「YCAM 爆音映画祭 2018」、注目の第 3 弾ラインナップを発表！
あの「バーフバリ」など珠玉のラインナップが爆音で山口を震撼させる！
山口情報芸術センター［YCAM］では、高品質な
大音量の中で映画を鑑賞する「YCAM 爆音映画祭

2018」を開催します。このたび、その上映ライン
ナップ第 3 弾を発表します。
今回発表した上映作品は近作中心の 6 作品。インド
国内で興行収入記録第 1 位を塗り替え、日本国内で
も話題沸騰のバーフバリ 2 部作（『バーフバリ 伝説

誕生』
『バーフバリ 王の凱旋』）をはじめ、
『ラ・ラ・
ランド』でアカデミー賞歌曲賞に輝いた音楽家コン

ビが音楽を手がけたミュージカル映画『グレイテス
ト・ショーマン』、国内外で常に注目を集める黒沢

清監督が劇作家・前川知大氏率いる劇団「イキウメ」

上映作「バーフバリ 王の凱旋」

©ARKA MEDIAWORKS PROPERTY, ALL RIGHTS RESERVED.
2017 年／インド／ 141 分／配給：ツイン／監督：S・S・ラージャマウリ

の人気舞台の映画化で話題になった『散歩する侵略
者』など、珠玉のラインナップでお届けします。

スクリーン脇、天井、座席下、さらに座席周辺に設
置された 40 台以上のスピーカー。そして、作品ご
とに細部に渡って調整された上映環境。
「日本最強」
と謳われる爆音映画祭をこの機会にぜひお楽しみ
ください。なお、上映作品は、あと 10 作品程度を予
定しております。順次発表しますので、そちらもご
期待下さい。

上映作「グレイテスト・ショーマン」

©2017 Twentieth Century Fox Film Corporation
2017 年／アメリカ／ 105 分／配給：20 世紀フォックス映画
監督：マイケル・グレイシー

この機会に、取材や記事掲載にご協力いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
お問い合わせ 山口情報芸術センター［YCAM］
TEL：083-901-2222 FAX：083-901-2216 メールアドレス：press@ycam.jp
〒 753-0075 山口県山口市中園町 7-7 http://www.ycam.jp
取材に関するお問い合わせ、プレス用写真等ご入用の方は上記までご連絡ください。
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開催概要

YCAM 爆音映画祭 2018
2018 年 8 月 15 日（水）〜 26 日（日） ※火曜休映
山口情報芸術センター［YCAM］スタジオ A
料金：1 回券のほか 3 回券がございます詳細は右欄を参照ください。

チケット情報
発売日：6 月 30 日（土）
料金（全席自由）
：

1 回券
前売

any 会員・特別割引・25 歳以下

上映作品（太字が今回発表した上映作品）
• バンコクナイツ（タイ公開バージョン）☆初爆音

• 坂本龍一 PERFORMANCE IN NEW YORK:async ☆初爆音
• PARKS パークス
• グレイテスト・ショーマン
• 散歩する侵略者 ☆初爆音
• バーフバリ 伝説誕生

1,000 円
当日

1,200 円
3 回券
前売

主催：山口市、公益財団法人山口市文化振興財団
後援：山口市教育委員会

一般 3,600 円

any 会員・特別割引・25 歳以下
2,700 円
当日

一般 3,900 円

any 会員・特別割引・25 歳以下

※上映作品はこの他に 10 作品程度を予定しています。順次発表予定です。
監修：樋口泰人（爆音映画祭・boid 主宰）

一般 1,500 円

any 会員・特別割引・25 歳以下

• バーフバリ 王の凱旋
※上映スケジュール、料金についてはウェブサイトをご確認ください。

一般 1,300 円

3,300 円
坂本龍一

PERFORMANCE IN NEW YORK: async

助成：平成 30 年度 文化庁 文化芸術創造拠点形成事業

前売・当日

技術協力：YCAM InterLab

PARKS パークス

機材協力・オペレーション：モノリス

企画制作：山口情報芸術センター［YCAM］

関連イベント

YCAM 爆音映画祭 2018 バックステージツアー
日本最強の「爆音映画祭」の裏側に迫る待望のイベント。爆音映画祭主宰で映画評論家の

前売・当日

一律 2,500 円

一律 1,000 円

※未就学児入場不可

電話／窓口：
山口市文化振興財団チケットインフォメーション

樋口泰人を講師に迎え、今回は映画「PARKS パークス」を素材に一般的なセッティング

083-920-6111

での上映と、
「爆音上映」仕様での上映を、比較しながら鑑賞していきます。

10:00 〜 19:00 ※火曜休館、祝日の場合は翌日

2018 年 8 月 17 日（金） 18:00 〜 21:30
山口情報芸術センター［YCAM］スタジオ C、スタジオ A

インターネット：

www.ycfcp.or.jp
24 時間受付

同時期開催イベント

真夏の夜の星空上映会
隣接する中央公園で開催する毎年恒例の野外上映イベントです。涼しい夜空の下

このほか、セブンイレブンでもチケットをご購入いただけ
ます。セブンコードについては YCAM のウェブサイトを
ご確認ください。

で、お友だちやご家族と映画をお楽しみいただけます。今年も幅広いみなさまに楽

しんでいただける作品の上映をおこなうほか、YCAM で生まれた映画の上映もあり

ます。

2018 年 8 月 10 日（金）〜 12 日（日）各日 19:30 上映開始

山口市中央公園
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