
JTBメディアリテーリング
JTB世界の旅情デスク
映画「男と女」の公開に合
わせた特別コースを発売。
映画の舞台となった場所を
含め、南フランスまでも足
を延ばす古き良きフランス
と今現在のフランスを堪能していただける9
日間のツアー。
http://www.jtb.co.jp/med/ryojo/

ウェスティンホテル東京
9月30日（金）～10月31日（月）〔予定〕に、ス
カイラウンジ「コンパスローズ」にて、映画「男
と女」をイメージしたカクテルを提供予定。
http://www.westin-tokyo.co.jp/　

恵比寿三越
10月5日（水）～18日（火）〔予定〕恵比寿三
越でのお買物で映画「男と女」招待券を抽
選でプレゼント。ほかにも連動キャンペーン
開催予定。詳しくは問合せを。
問合せ電話番号 03-5423-1111〈大代表〉

ル サロン ジャック・ボリー
9月20日（火）～、新宿伊勢丹本館4階にあ

るカフェ・キュイジーヌ《ル サロン ジャック・
ボリー》にて、映画「男と女」をイメージしたア
シェット・デセールをご用意いたします。M.O.F
（フランス国家最優秀料理認賞）の称号を持つジャッ
ク・ボリープロデュースによる本格デザートを
映画を想いながら堪能してみてはいかがで
しょう。ラグジュアリーな空間で主人公のよう
な甘いひと時をお過ごしください。
https://parlour.shiseido.co.jp/lesalon/

ル・ビストロ・資生堂
10月1日（土）～、京王百貨店新宿店8階
のカジュアルフレンチレストラン《ル・ビスト
ロ・資生堂》にて、映画「男と女」からインス
ピレーションを受けたコース料理をご用意い
たします。旬の食材や繊細なソースを駆使し
た、カジュアルでありながらリッチなコースで
す。最高峰フレンチで腕を磨いたシェフが奏
でる「男と女」の世界をお楽しみください。
http://parlour.shiseido.co.jp/shoplist/
lebistroshiseido/

TOCCA
9月下旬～10月上旬、TOCCA STORE青山
本店ほか全国8店舗にて、映画「男と女」より
インスピレーションを受けたワンピースやニット

の販売予定。
http://www.tocca-japan.com/

Nail Quick
10月3日（月）～11月3日（木・祝）まで全
国70店舗以上展開のネイルサロン「ネイル
クイック・スパネイル・ネイルパフェ」全店（海
外店舗は除く）にて、期間中、映画「男と女」
よりインスピレーションを受けたネイルが登
場。フレンチシックなネイルアートで秋の映
画鑑賞を楽しんでみては。
https://www.nailquick.co.jp/
 
PAUL
9月下旬～、東京・京都の店舗にて映画「男
と女」をイメージしたパンのセットを販売予定。
http://www.pasconet.co.jp/paul/　

YEBISU Marche  -恵比寿マルシェ-
10月は映画「男と女」とマルシェがコラボ開
催。つくる人と食べる人をつなぐ市場！映
画の公開を記念して、フランスなど映画に
ちなんだフード出店も。日時＝毎週日曜日
11:00–17:00／場所＝恵比寿ガーデンプレイ
ス「シャトー広場」。詳しくは、NKBマルシェ
事務局（http://www.nkbmarche.jp/）

ANS
映画『男と女』製作50周年記念関連イベント

UN HOMME
ET UNE FEMME :

［2015年／フランス／114分］
監督・原案・脚本 クロード・ルルーシュ　脚本協力 ヴァレリー・ペラン 音楽 フランシス・レイ 
出演 ジャン・デュジャルダン、エルザ・ジルベルスタイン、クリストファー・ランバート、アリス・ポル

配給 ファントム・フィルム　宣伝 メゾン／
ファントム・フィルム　後援 在日フランス大
使館／アンスティチュ・フランセ日本

カンヌ国際映画祭で最高賞に輝き、アカデミー賞®外国語映画賞と脚本賞をダブル受賞した恋愛
映画の金字塔『男と女』から50年。男女の心の機微を描いた作品を数多く発表している恋愛映画の
名手、クロード・ルルーシュと『ある愛の詩』のアカデミー賞®作曲賞をはじめとして世界中の音楽賞
を受賞している名作曲家フランシス・レイ。出会ってから50年、長年タッグを組んできた名コンビが描
くのは、大人の男と女の恋愛模様《最終章》。
anna-movie.jp　 @movie_anna　 anna_movie 9月3日（土）よりBunkamuraル・シネマ他全国ロードショー

［クロード・ルルーシュ×フランシス・レイ最新作！］

「男と女」タイアップ情報



クロード・ルルーシュ Claude Lelouch
1937年、パリ生まれ。第二次世界大戦中に映画館に隠れている時に映画愛が芽生えたという。初の長編映画『Le propre de 
l ’homme』（1961）が、酷評を浴び、興行的にも惨敗したが、6年後の1966年に、『男と女』がカンヌ国際映画祭で最高賞（現
在のパルムドール）とアカデミー賞®外国語映画賞と脚本賞をダブル受賞、40の国際的な賞も受賞して一躍名を馳せる。1968
年の『白い恋人たち／グルノーブルの13日』ではグルノーブル冬季オリンピックをドキュメンタリー・タッチで描いた作風が話題を
呼ぶ。その後も『愛と哀しみのボレロ』やゴールデン・グローブ賞外国語映画賞を受賞した『レ・ミゼラブル』などのヒット作を発
表し、起用する俳優たちに賞をもたらす演出手腕も高く評価されている。

フランシス・レイ Francis Lai
ニースに生まれ、幼い頃から音楽に魅了され1950年代にマルセイユで出会った人気シンガーを追って芸術的な運動が盛んだっ
たパリのモンマルトルに移住。ミシェル・マーニュのオーケストラに在籍した後、エディット・ピアフの伴奏者となり、彼女のために
作曲を手がける。その後、ピエール・バルーからクロード・ルルーシュを紹介され、『男と女』で映画音楽作曲家としてのスタート
を切る。以後100本以上の映画音楽を担当し、600曲以上を作曲している。世界中のスターや国際的なオーケストラが彼の音
楽をレコーディングし、世界で最もレコードが売れるフランス人映画音楽作曲家として、数えきれない数の音楽賞も受賞してい
る。また、シンセサイザーやサンプリング、電子音楽のパイオニアとしても知られている。

主催 ディスクガレージ／BS朝日／朝日新聞社／J-WAVE（東京）／TBSラジオ（東京）
／キョードー（大阪）　後援 在日フランス大使館／アンスティチュ・フランセ日本／フラン
ス映画祭／ユニフランス　協力 ドマ／ハピネット／ファントム・フィルム／キングレコード／
コアポート／サラヴァ東京／日本コロムビア／ユニバーサルミュージック／ワーナーミュー
ジック・ジャパン／フェスティバルホール（大阪）／MBS（大阪）　招聘 PROMAX　企
画・制作 ディスクガレージ／PROMAX／BS朝日

［大阪公演］
2016年9月20日（火）＠大阪・フェスティバルホール
開場18:00／開演19:00
チケット：BOX席¥15,000／SS席¥11,800／S席¥9,800／A席¥7,800
※全席指定・税込、未就学児入場不可
チケット発売中！お求めは下記プレイガイドへ！
◇チケットぴあ0570-02-9999（Pコード：300-202）◇イープラスhttp://
eplus.jp/（PC・携帯共通）◇ローソンチケット0570-084-005（Lコード：
57187）／0570-000-407（オペレーター対応10:00～20:00）／http://
l-tike.com/cl2016（PC・携帯共通）◇CNプレイガイド0570-08-9999（オ
ペレーター対応10:00-18:00）／http://cncn.jp/k-o/（PC・携帯共通）◇フェ
スティバルホールチケットセンターhttp://www.festivalhall.jp/（PC・携帯
共通）◇阪神プレイガイド店頭販売有り
《お問合せ》キョードーインフォメーション0570-200-888（10:00–18:00）

［東京公演］
2016年9月21日（水）・22日（木・祝）＠東京・NHKホール
21日公演：開場18:00／開演19:00
22日公演：開場13:00／開演14:00
チケット：S席¥12,000／A席¥11,000 ※全席指定・税込、未就学児入場不可
チケット発売中！お求めは下記プレイガイドへ！
◇チケットぴあ0570-02-9999（Pコード：297-912）／http://t.pia.jp/（PC・
携帯共通）◇イープラスhttp://eplus.jp/（PC・携帯共通）◇ローソンチケッ
ト0570-084-003（Lコード：31406）／http://l-tike.com/（PC・携帯共
通）◇CNプレイガイド0570-08-9999（オペレーター対応10:00-18:00）／
http://www.cnplayguide.com/（PC・携帯共通）
《お問合せ》ディスクガレージ050-5533-0888（平日12:00–19:00）

［フランス映画の最高傑作『男と女』製作50周年記念］

クロード・ルルーシュ・イン・コンサート！
～クロード・ルルーシュ×フランシス・レイ、愛の映像と音楽の祭典～
巨大スクリーンに映し出される迫力映像×オーケストラの生演奏による名曲の数 ！々
世界中で再演が熱望されていた奇跡の公演が、2016年秋、ここ日本のみで開催決定！ http://lelouch2016.jp/

［製作50周年記念 デジタル・リマスター版］

10月15日公開！（日本初公開日からちょうど50年）‖YEBISU GARDEN CINEMA（東京）、シネ・リーブル梅田（大阪）、名演小劇場（名古屋）、ユナイテッド・
シネマ札幌（北海道）、京都シネマ（京都）、ユナイテッド・シネマキャナルシティ13（福岡）、静岡シネ・ギャラリー（静岡）
順次公開‖立川シネマシティ（東京）、シネマイクスピアリ（千葉）、キネマ旬報シアター（神奈川）、川崎市アートセンター（神奈川）、フォーラム山形（山形）、
フォーラム仙台／チネ・ラヴィータ（仙台）、シネマテークたかさき（群馬）、 CINEMA e_ra（静岡）、シネモンド（金沢）、シネ・リーブル神戸（兵庫）、シネマ・ク
レール（岡山）、シネマルナティック（愛媛）、Denkikan（熊本）、長崎セントラル劇場（長崎）他

［1966年／フランス／104分］ 
監督 クロード・ルルーシュ　音楽 フランシス・レイ
出演 アヌーク・エーメ、ジャン＝ルイ・トランティニャン、ピエール・バルー
配給 ドマ／ハピネット　協力 ラミュゼ／コアポート／日本コロムビア／ワーナーミュージック・ジャパ
ン／サラヴァ東京　後援 在日フランス大使館／アンチテイチュ・フランセ日本

ダバダバダ～♪のメロディで知られる究極のフランス恋愛映画「男と女」が、製作50周年
を記念して日本初公開日からちょうど50年の10月15日から、デジタル・リマスター版で
全国順次公開されます。カンヌ国際映画祭グランプリ、アカデミー賞外国語映画賞に輝
き、一躍クロード・ルルーシュ監督の名を世に知らしめた名作。フランシス・レイの甘美な
メロディにのせて、どこか寂しげな美しい女を演じるアヌーク・エーメと、寡黙な男を演じる
ジャン＝ルイ・トランティニャンによる甘く切ない大人のラブストーリーが描かれます。映像
とサントラ、そして名演がみごとにシンクロした珠玉のラブストーリーは、いま見ても新鮮
な衝撃と感動を与えることは間違いない！ otokotoonna2016.com

【同時上映】「ランデヴー」製作40周年記念デジタル・リマスター版
［1976年／フランス／8分48秒］※日本初公開作品　監督 クロード・ルルーシュ

［7月27日発売！］
ピエール・バルー
with清水靖晃＆
ムーンライダーズ／
ライブ・アット・カ
ルダン劇場1983

ピエール・バルーと日本との最初の
蜜月期であった80年代初頭。名作
『ル・ポレン』でコラボレイトした清
水靖晃、ムーンライダーズをパリのカ
ルダン劇場に迎えて行われた貴重
なライヴ・アルバム（発売元：コアポート）
［9月7日発売！］

「男と女」オリジナ
ル・サウンドトラッ
ク 2016リ マ ス
ター・エディション
モノクロとセピア

の映像美。あまりにも官能的な音
楽。映像と音が奇跡の如く溶け
合った永遠の名作「男と女」のオ
リジナル・サウンドトラックがリマ
スターで新たに再発されます。“ダ
バダバダ～”でお馴染みのあまりに

も有名なテーマ曲フランスでのボ
サ・ノヴァ人気を根付かせた曲と
しても知られる「男と女のサンバ」
（サンバ・サラヴァ）他全9曲収録。音
楽：フランシス・レイ／歌：ピエー
ル・バルー、ニコル・クロワジーユ。
¥1,852＋税［COCB-54193］
同時発売！ アナログ盤発売！（完
全限定盤）貴重な1枚となりま
す！ ¥4,000＋税［COJY-9306］（発売
元：日本コロムビア／オ－マガトキ）
［8月31日発売予定！］

野 宮 真 貴 New 
Album「男と女 ～
野宮真貴、フレン
チ渋谷系を歌う。」
元祖渋谷系の女

王、野宮真貴デビュー35周年。今
年のアルバムは、横山剣 fromクレ
イジーケンバンドとのデュエット「男
と女」を収録する他、“パリの渋谷
系”クレモンティーヌらとの初共演も
収録した、今最もエレガントな“フレ
ンチ渋谷系”アルバム。

オフィシャルサイト
（ユニバーサル ミュージック）
http://www.missmakinomiya.com/
［9月7日発売！］
オリジナル・サウンドトラックを多数
収録したフランシス・レイ作品集
濱田高志の企画・監修による、日
本で最も愛された映画音楽のマエ
ストロ、フランシス・レイの輝かしき
業績を網羅した決定的ボックス・
セット（豪華4枚組ボックスCD）。「男と
女」「パリのめぐり逢い」「白い恋人
たち」他、ほとんどが慣れ親しんだ
オリジナル音源、フランシス・レイ
本人の全面協力、日本のみ発売
楽曲の世界初CD化、詳細なライ
ナー・ノーツという大変魅力的な
ボックスセット（ブック型）¥9,000＋
税［WPCR-17268/71］（発売元：ワーナー
ミュージック・ジャパン）
［9月28日発売予定！］
フランスSARAVAH制作50周年記
念CD新録コンピ
フランス人実力派アーティストたち

がレーベル代表曲を新録カヴァー。
日本人アーティストも参加予定（発
売元：コアポート）
［10月15日～11月6日！］
SARAVAH50周年記念展覧会
＠ATSUKOBAROUH arts drinks 
talk（アツコバルー）
SARAVAH創設50周年を記念する
展覧会を開催。SARAVAHそしてピ
エール・バルーが歩んできた波瀾万
丈の軌跡を貴重な写真や資料とと
もに初公開。会期中、トークショー
やミニライブなどのイベントも予定！
［10月27日！］
一期一会～サラヴァレーベル50周
年記念コンサート＠渋谷TSUTAYA 
O-EAST
［出演］ピエール・バルー／戸川純／
中納良恵（EGO-WRAPPIN’）／中
村 中／マイア・バルー／優河／渡辺
亮（ビリンバウ）［演奏］大友良英ス
ペシャルバンド／おおくぼけいと薔
薇色シャンソン楽団
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ティエリー・ダナ 駐日フランス大使
Thierry Dana Ambassadeur de France au Japon

1966年、フランス映画といえばヌーベルヴァーグの時代、若かりしク
ロード・ルルーシュ監督は数日の休暇をドーヴィルで過ごした後、作品
「男と女」をたった3週間で制作しました。この作品はカンヌ国際映画
祭グランプリ、そしてアカデミー賞外国語映画賞に輝くことになり、一
人の監督と不朽の名作の伝説が生まれることになりました。共演したア
ヌーク・エーメとジャン・ルイ・トランティニャンは、世界中のロマンティ
シズムとフランス的エレガンスの絶対的な象徴となり、また、「男と女」
と言えばテーマ曲、ピエール・バルーとフランシス・レイの「ダバダバダ」
は、誰もが口ずさむメロディとなりました。
その「男と女」のブームが戻ってきます。2016年9月にはクロード・ルルー
シュの映画音楽のシネ・コンサート、素晴らしく生まれ変わった「男と女」
のデジタル・リマスター版の公開、そして、ピエール・バルーが創設した
レーベル、サラヴァ提供の様 な々イベントが予定されています。このフラン
ス映画名監督の独特でステキな空間を発見、又は再発見できる催しを
企画して下さった主催者の皆様に心からの賛同と感謝の意を表します。
「映画が人生より素晴らしい」のかどうかは、私自身にはわかりませんが、ク
ロード・ルルーシュ監督が、特に「男と女」という作品を通して、世界中の

人 が々映画を愛するように導いた一
人であることは間違いないでしょう。

1966, la Nouvelle Vague règne sur le cinéma français. Un jeune 
réalisateur, Claude Lelouch, après une escapade à Deauville 
réalise, Un homme et une femme en 13 jours. Le film obtient la 
palme d’Or et l’Oscar du meilleur film étranger et du scénario. 
Une légende est née, celle d’un réalisateur et d’un film. Dans 
de nombreux pays, Anouck Aimée et Jean Louis Trintignant 
deviennent les symboles absolus du romantisme et de l’élégance 
à la française. Un homme et une femme, c’est aussi une musique, 
celle de Pierre Barouh et  Francis Lai : le fameux Chabada-bada, 
un air que l’on fredonne dans le monde entier.
Un homme et une femme est de retour ! A partir du mois de 
septembre 2016, le public japonais aura la chance d’assister à 
un ciné-concert des musiques des films de Claude Lelouch, de 
découvrir la version magnifiquement restaurée d’un homme et 
une femme, et de participer aux différentes activités proposées 
par le Label Saravah fondé par Pierre Barouh. Je remercie et 
félicite les partenaires qui organisent ces événements qui nous 
permettentront de découvrir ou redécouvrir l’univers si particu-
lier de ce grand réalisateur français.
Je ne sais pas si « le cinéma c’est mieux que la vie » mais je sais 
que Claude Lelouch fait partie de ceux dont les films, et surtout  
Un homme et une femme, nous la font aimer.

「男と女」関連音楽・イベント情報


