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『瀬戸内寂聴 京都特別講演会＆映画館生中継ライブ･ビューイング』開催決定! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

株式会社ライブ・ビューイング・ジャパンは 4 月 14 日（日）に株式会社アミューズが京都で開催する『瀬戸

内寂聴 京都特別講演会』の模様を全国 33 の映画館へ生中継ライブ・ビューイングを行います。 

 
瀬戸内寂聴さんが、京都にてライブ・ビューイングのための特別講演会を行い、その模様が全国の映画館に初め

て生中継されます。ライブ・ビューイング・ジャパンとしても最高齢となる 96 歳の単独生中継講演会です。 

僧侶であり、文壇最高齢の現役作家でもある寂聴さんからどんなお話が飛び出すのか。寂聴さんの熱いトークと

笑いに包まれた至福の 90 分間をお楽しみください。 

さらに、来場者全員へのプレゼントとして、寂聴さんマークとお名前が刻まれた「和顔施
わ が ん せ

オリジナルメダル」をご用意

いたしました。また、映画館では寂聴さんマークの刺繍が施された「ライブ・ビューイング記念 近沢レースミニタオルハ

ンカチ」などが販売されます。 

寂聴さん自身においても平成最後の貴重な講演会です。ANA クラウンプラザホテル京都の本会場、または、お

近くの映画館にて、皆様お誘い合わせの上、是非お楽しみください。 
 

 

 

 

 

 

 

来場者プレゼント 「和顔施オリジナルメダル」 
上映当日、会場にてオリジナルメダルをお渡しいたします。お楽しみに! 
来場者プレゼントは、ご本人登壇会場・生中継会場とも共通のものになります。 

上映当日以外でのお渡し、チケットに記載されている会場以外でのお渡しは出来ませんので予めご了承ください。 
※デザインは変更になる可能性がございます。 

大正～昭和～平成～新元号へ!96 歳の瀬戸内寂聴さんが、 
世界最高齢!?となる単独生中継ライブ･ビューイングに遂に登壇!! 
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― 開催概要 ― 
《タイトル》 『瀬戸内寂聴 京都特別講演会＆映画館生中継ライブ･ビューイング』 

《日 程》 2019 年 4 月 14 日（日）開場 12 時（講演会場のみ） 

開演 13 時～（休憩無し、90 分予定） 
※生中継会場の開場時間は各映画館によって異なります。詳しくは劇場までお問合せください。 

《出 演》 瀬戸内寂聴さん 
※ご本人の体調により登壇が不可能な場合、事前収録した講演の映像を上映いたします。 

《内 容》 瀬戸内寂聴さん特別講演、及び参加者との質疑応答 

 
ご注意:チケットは 2 種類に分かれています。 

 
【チケット① 瀬戸内寂聴さんご本人が登壇する京都会場チケット】 

《会 場》 ANA クラウンプラザホテル京都 宴会場   

《料 金》 8,000 円（税込／全席指定／来場者プレゼント・コーヒー付き） 
※お一人様４枚まで購入可能です。 ※3 歳以上有料／3 才未満でも座席が必要な場合は有料となります。 

《チケット①スケジュール／お申し込み》  

【プレリザーブ（先行抽選）】 2019 年 2 月９日（土）12:00～2 月 24 日（日）23:59 

【一般発売（先着順）】 2019 年３月 24 日（日）12:00～4 月 12 日（金）12:00 

※先着順での受付となりますので、予定枚数に達し次第受付終了となります。 

ご注意:中継用のカメラが入る為、お客様の肖像が映る可能性があります。予めご了承の上お申し込みください。 

※お申し込み方法の詳細は下記に記載いたします。 

 

【チケット② 映画館にて講演会の模様を生中継で観覧するライブ･ビューイングチケット】 

《上映劇場》 全国各地の映画館 
実施映画館は別紙もしくはこちら→https://liveviewing.jp/jakucho/ 

         ※開場時間は各映画館によって異なります。詳しくは劇場までお問合せください。 

《料 金》 4,000 円（税込／全席指定／来場者プレゼント付き） 
※お一人様 4 枚まで購入可能です。 ※3 歳以上有料／3 才未満でも座席が必要な場合は有料となります。 

《チケット②スケジュール／お申し込み》  

【プレリザーブ（先行抽選）】 2019 年 2 月９日（土）12:00～3 月 10 日（日）23:59 

【一般発売（先着順）】 2019 年３月 24 日（日）12:00～4 月 12 日（金）12:00 

※先着順での受付となりますので、予定枚数に達し次第受付終了となります。 

※お申し込み方法の詳細は下記に記載いたします。 
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お申し込み方法 （チケット①、②共通） 
【方法１】チケットぴあ お電話でのお申し込み｜0570-02-9999 （24 時間受付） 

※お電話でのお申し込みは、先行抽選販売のみとなります。 

※お電話でお申し込み後、セブン-イレブンまたはファミリーマートでチケットを発券してください。 

※お電話でのお申し込みは、P コードが必要になります。P コードは各映画館により異なります。 

情報は http://w.pia.jp/t/setouchijyakucho-p/をご確認ください。 

※音声ガイダンスにしたがって、プッシュトーンの出る電話機から申し込みをお進めください。 

ガイダンスに従って、電話番号の確認・申込枚数の入力・チケットお引取り方法の選択を行います。 

※電話が途中で切れた場合、お申し込みは成立しませんのでご注意ください。 

※チケット料金のほかに、特別販売利用料、システム利用料、発券手数料がかかります。 

※毎週火・水 2:30～5:30 はシステムメンテナンスのため受付休止となります。 

 

【方法２】チケットぴあ WEB サイトでのお申し込み 

▶チケットぴあ:http://w.pia.jp/t/setouchijyakucho/  
※インターネットでのお申し込みには、事前にチケットぴあの会員登録（無料）が必要になります。 

※WEB でお申し込み後、セブン-イレブンまたはファミリーマートでチケットを発券してください。  

※チケット料金のほかに、特別販売利用料、システム利用料、発券手数料がかかります。 

決済方法によって別途決済手数料がかかる場合がございます。 
 

◇プレイガイドチケットに関するお問い合わせ◇ 

チケットぴあインフォメーション｜0570-02-9111（10:00～18:00 オペレーター対応）  

http://t.pia.jp/help/ 
※毎週（火）・（水）2:30～5:30 はシステムメンテナンスのため受付休止。 
※0570 で始まる電話番号は一部の携帯電話・PHS・IP 電話・CATV 接続電話からはご利用できません。ご契約業者に接

続可能かご確認ください。 
※購入方法の詳細、会員登録の方法、当選メール紛失、発券方法に関してなど、チケットに関するお問い合わせは、 

チケットぴあ ヘルプページ をご確認の上、解決しない場合はお手数をおかけいたしますが上記プレイガイドのお問い合わせ
番号へご連絡ください。 
 

『瀬戸内寂聴さん 京都特別講演会＆映画館生中継ライブ･ビューイング』情報サイト■ 

https://liveviewing.jp/jakucho/ 

プロモ―ション映像 YouTube URL■ https://youtu.be/aBbFas9EeHE 
瀬戸内寂聴さんインスタグラム■ https://www.instagram.com/jakucho_setouchi/ 

企画制作:アミューズ 

配給:ライブ･ビューイング･ジャパン 

©AMUSE 

■注意事項■ 

※瀬戸内寂聴さんはご高齢ということもあり、ご本人の急な体調不良により、登壇もしくは生中継が不可能な場合がござ

います。その場合は内容を変更して事前収録した映像を上映いたします。尚、チケットの払い戻しはございませんので予

めご了承の上お申し込みください。 

※瀬戸内寂聴さん登壇の京都会場、ライブ・ビューイング上映映画館に、記録や取材目的の撮影が入る場合がございま

す。撮影された映像は、予告なく、配信や放送等に使用される場合がありますので、予めご了承の上お申し込みください。 
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[プレイガイドチケットのお申し込み時ご注意] 

※全国映画館のスクリーン開場時間は映画館によって異なります。 

※チケットご購入後お客様のご都合による変更、及び払い戻しは、いかなる場合におきましても行っておりません。予めご了承の上お申し込

みください。 

※チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損等）でも再発行いたしません。予めご了承ください。 

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。 

※通常の公演と同様にお客様に楽しんでいただく上映です。拍手や歓声などが起こる場合もございますので、ご理解の上ご購入ください。 

※映画館内は、カメラや携帯などのいかなる機材においても録音/録画/撮影/配信を禁止しております。 

  このような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきますので、予めご了承ください。 

※配信中継イベントの為、映像・音声の乱れが生じる場合がございます。予めご了承ください。 

※公演が予定終了時間を大幅に超える場合、公演途中でも上映を終了する場合がございます。予めご了承ください。 

【ライブ･ビューイング上映劇場一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
【リリース問い合わせ先】 

講演会企画のお問合せ:株式会社アミューズ 新井 TEL:03-5457-3366 FAX:03-5457-3475 
映画お問合せ:株式会社ライブ･ビューイング･ジャパン 市原・三島  TEL:03-5457-3473 FAX:03-5457-3472 

都道府県 劇　場 Pコード

京都 ご本人登壇会場　京都特別講演会 599-783

北海道 札幌シネマフロンティア 599-750

岩手 フォーラム盛岡 599-751

宮城 ＴＯＨＯシネマズ 仙台 599-752

山形 フォーラム山形 599-753

福島 フォーラム福島 599-754

茨城 ＴＯＨＯシネマズ ひたちなか 599-755

栃木 ＴＯＨＯシネマズ 宇都宮 599-756

群馬 イオンシネマ高崎 599-757

埼玉 ユナイテッド・シネマ浦和 599-758

千葉 ＴＯＨＯシネマズ 流山おおたかの森 599-759

東京 ＴＯＨＯシネマズ 日比谷 599-760

東京 ＴＯＨＯシネマズ 新宿 599-761

東京 T・ジョイPRINCE品川 599-762

東京 イオンシネマ シアタス調布 599-763

神奈川 横浜ブルク13 599-764

神奈川 イオンシネマ新百合ヶ丘 599-765

新潟 ユナイテッド・シネマ新潟 599-766

石川 イオンシネマ 御経塚 599-767

長野 長野グランドシネマズ 599-768

静岡 シネシティザート 599-769

愛知 ミッドランドスクエアシネマ 599-770

愛知 ＴＯＨＯシネマズ 名古屋ベイシティ 599-771

滋賀 ユナイテッド・シネマ大津 599-772

京都 ＴＯＨＯシネマズ 二条 599-773

大阪 大阪ステーションシティシネマ 599-774

大阪 ＴＯＨＯシネマズ なんば 599-775

兵庫 ＴＯＨＯシネマズ 西宮OS 599-776

広島 広島バルト11 599-777

徳島 イオンシネマ 徳島 599-778

福岡 中洲大洋映画劇場 599-779

熊本 ユナイテッド・シネマ熊本 599-780

大分 ＴＯＨＯシネマズ 大分わさだ 599-781

沖縄 シネマQ 599-782


