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すべての人が、この映画の罠にハマる。

すべてが伏線。
1秒も目を離せない傑作サスペンス

予定調和を一切許さない展開。緻密に張り巡らされた伏線の先に待ち構える驚愕の結末。芥川賞作家・中村文則さんの傑作「去年の冬、
きみと別れ」が最高のキャスト＆スタッフのもと、
ついに映画化された。
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原作者
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最新作『劇場』
が好評発売中。

ョックを受けつつ見ほれてしまい

学。綾部祐二氏とお笑いコンビ「ピース」
を結成し、人気を博す。芸人の傍

シーンがほほ笑ましくていいなあ

ら執筆した小説『火花』
で第153回芥川賞を受賞、17年に映画化された。

と思ったことが一つも一致しなか

またよし・なおき／1980年大阪府生まれ。高校卒業後、NSC東京校へ入

と一瞬思ったのに︑その

監督の撮り方と役者たちの
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ピース／お笑い芸人・小説家
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DaiGoさん
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天樹征丸さん

― 漫画
「金田一少年の事件簿」
原作者

彼女を奪われた。
猟奇殺人事件の容疑者に―。

ープを狙うのは、猟奇殺人事件の容疑者である天才

て、木原坂の次なるターゲットは愛する婚約者（山本

カメラマン、木原坂（斎藤工）。世間を騒がせたその事

美月）
に―！だがそれは、危険な罠の始まりに過ぎ
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原作：中村文則
『去年の冬、
きみと別れ』
（幻冬舎文庫）
監督：瀧本智行 主題歌：m-ﬂo「never」
（rhythm zone / LDH MUSIC）

配給：ワーナー・ブラザース映画 ©2018映画「去年の冬、
きみと別れ」製作委員会

絶賛発売中！

岩田剛典 山本美月 斎藤工・浅見れいな 土村芳／北村一輝

あなたが知らない
岩田剛典がここに！

いたのだ。真相を暴くため取材にのめり込む耶雲。
そし

映画ビジュアルブック

結婚を間近に控える記者、耶雲（岩田剛典）
がスク

幻冬舎文庫
460円(税別)

恋はやはり期待するからこそ裏切られ、信じるがゆえにダマされる、
そんなことを思い出させてくれる映画。

累計30万部突破！
絶賛発売中！

この作品の一番の価値は、根底に流れるテーマにある。

原作

羽田圭介さん

― 小説家

『R帝国』
など著書多数。

今を逃したら、これほどの満足感とともに
この映画を観ることはできない。

中村 文則さん
46

幻冬舎文庫
730円(税別)

fuyu-kimi.jp
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いる︒映画人たちのプライドと気

坂46最新シングルは
「いつかできるから今日できる」。

概を感じましたね︒

46としての活動のほか、
ソロでバラエティー番組にも多数出演。2016

わな

たかやま・かずみ／1994年千葉県生まれ。乃木坂46の第1期生。乃木坂

僕も脚本がすごいと思いま
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て ……
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分かる︒なんか不思議な解

ですよね︒
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放感みたいなのがありましたね︒

乃木坂46／歌手・タレント

ローソンのLoppiで限定メイキングDVD付
ムビチケコンビ二券取扱中

本作は『UDCast』方式に対応した視聴覚障害者用音声ガイドに対応しております。日本語字幕付き上映を
一部劇場にて期間限定で上映いたします。詳しくは映画オフィシャルサイト h t t p : / / f u y u - k i m i . j p まで

3月10日(土) 9:50の回 全国の劇場にて同時生中継
ライブ・ビューイングが決定 実施劇場は映画オフィシャルサイトまで

初日舞台挨拶

きょうがく
ち みつ

3月10日
（土）
からの全国ロードショーを前に、
原作者の中村文則さん、
お笑い芸人で小説家の又吉直樹さん、乃木坂46の高山一実さんが本作の見どころと魅力をたっぷりと語り合ってくれた。

なかむら・ふみのり／1977年愛知県生まれ。2002年『銃』で第34回新

（スリ）』
で第4回大江健三郎賞など数多くの賞を受賞。そのほか
『教団X』

潮新人賞を受賞しデビュー。
『土の中の子供』で第133回芥川賞、
『掏摸

