
2020.12.12
 会  場 薩摩川内市総合運動公園

多目的運動広場
料  金 3,500円（税込）車1台につき１作品

定  員 1 公演 100台 ※車体の大きさで配置が決まります。

主　催 ： ㈱薩摩川内市観光物産協会 

共　催 ： 薩摩川内市
【お問い合わせ】きゃんぱく事務局 TEL.0996-23-9889

（平日9:00～17:00）

お申込みはこちらのQRコードを読み込んでいただくか
薩摩川内市観光物産ガイド「こころ」WEBサイト内、
「ドライブインシアターin薩摩川内」の特集ページから
お申し込みください。
 https://satsumasendai.gr.jp/feature/driveintheater/

お申し込みは
WEBのみです。

土

①17:30-19:00　②20:00-22:00

くもりときどきミートボール

上映時間：17:30-19:00

2009 年公開

ジュマンジ
ウェルカム・トゥ・ジャングル

上映時間：20:00-22:00

2017 年公開

上映
作品

Drive in 
Theater
in 薩摩川内

薩摩川内市
初!!

・お申込みは、薩摩川内観光ガイドこころのホームページ上から行えます。
・小雨程度であれば決行予定ですが、天候や新型コロナウイルス感染症の状況
等によって中止・途中終了させていただく場合がございますことを予めご了
承ください。
・当日の駐車場誘導の関係で、開場時刻・開始時刻・終了時刻が前後する場合
がございます。
・著作権や知的財産保護の観点から上映作品の撮影・録音・録画は固くお断り
いたします。
・発熱や咳等の風邪症状があるお客さまにつきましては、来場をお控えくださ
いますようお願い申し上げます。
・トイレ・お買い物などで車外に出られる際はマスクを着用ください。

詳しくは裏面をご覧ください。

鹿島地域

下甑地域

きゃんぱくドライブインシアター

（ポテト、ポップコーン、ラーメン、
　　　　クレープ、アイスコルネットなど）

※フード内容は現段階予定のため変更の可能性もございます。

キッチンカーもあります！
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お申込みはこちらのQRコードを読み込んでいただくか
薩摩川内市観光物産ガイド「こころ」WEBサイト内、
「ドライブインシアターin薩摩川内」の特集ページから
お申し込みください。
 https://satsumasendai.gr.jp/feature/driveintheater/

・お申込みは、薩摩川内観光物産ガイドこころのホームページにて行っていただくことができます。
チケットはお支払い確認後、ご自宅に郵送いたします。
・小雨程度であれば決行予定ですが、天候や新型コロナウイルス感染症の状況等によって中止・途
中終了させていただく場合がございますことを予めご了承ください。
・当日の駐車場誘導の関係で、開場時刻・開始時刻・終了時刻が前後する場合がございます。
・著作権や知的財産保護の観点から上映作品の撮影・録音・録画は固くお断りいたします。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当日はご自宅で検温を実施していただき 37.5 度以上
のお客さま、および発熱や咳等の風邪症状があるお客さまにつきましては、来場をお控えくださ
いますようお願い申し上げます。
・トイレ・お買い物などで車外に出られる際はマスクを着用ください。

・開場時間になりましたら、事前にお送りします駐車番号票に従っで駐車いただきます。開場時間
前に来場された場合は、係の指示に従ってお待ちください。
・運営上、一旦駐車した後はイベント終了まで移動・駐車位置の変更はできません。緊急で移動が
必要となった時は会場係員までお知らせください。
・車の仕様上騒音がひどく他のお客様のご視聴に迷惑がかかると運営側が判断した場合は、ご来場
いただけない場合がございますのでご了承ください。
・駐車場内での事故・故障・盗難等のトラブルにつきましては、一切の責任は負いません。予めご
了承ください。
・会場内は禁煙となっております。（お車内での喫煙もご遠慮ください。）
・ご来場の際は、お車の燃料に余裕がある状態でお越しください。
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注意事項 当日のお車・駐車について

・鑑賞中は車内でお過ごしください。トイレ等で車外に出られる際は必ずマスクを着用してください。
・トイレ、お買い物は上映開始時刻までにお済ませください。
・未成年者・ドライバーの飲酒は法律で禁止されています。また、飲酒運転は同乗者も含め法律違
反となります。
・ペット同伴でのご入場はお断りいたします。ただし補助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬）は除きます。
・上映中は、ドアやサンルーフの開放は控え、車内の音が他のお客さまや近隣へのご迷惑とならな
いようご配慮ください。
・お車の中での飲食は自由となりますが、ゴミは各自でお持ち帰りください。

・音声は【FM ラジオ】を使用します。車に FM ラジオがついていない場合は別途 FM ラジオ機器
をご持参ください。
　また車にラジオ用アンテナがついていない場合も、音声をうまく受信できない可能性があるので
別途ご持参ください。
・上映開始前に FM 周波数チューニングのご案内をいたします。事前に FM ラジオの周波数調整方
法をご確認ください。
・ラジオを使用するため、電波状況によりノイズが入る場合がございます。

イベント開始前・イベント中 FMラジオについて

【お支払いについて】
お支払いは、以下の３種類の中からお選びいただけます。

※②と③はメールでのお取り扱いとなります。

●㈱薩摩川内市観光物産協会（以下「当社」といいます）は申込の際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様が申し込みいただいたプランにおいて提供するサービスの手配及びそれらサー
ビスの受領手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。その他 (1) 会社及び会社と提携する企業の商品やその他、キャンペーンのご案内 (2) 参加後のご意見やご感想の提供のお願い。(3) アンケートのお願い。(4) 特典サービスの提供。(5) 統計資
料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがございます。●当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グルー
プ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業案内、商品及び催し物内容などのご案内やご購入いただいた商品の発送などのために、これを利用させていただくことがございます。

個人情報の
取扱について

企
画
・
主
催

取消日 取消料
①14日目にあたる日以前の解除 無料
②13日目にあたる日以降の解除 代金の20％
③7日目にあたる日以降の解除 代金の30％

代金の40％
代金の50％
代金の100％

開始の前日から起算して
さかのぼって ④開始日の前日の解除

⑤開始日の当日の解除
⑥無連絡不参加または開始後の解除

株式会社 薩摩川内市観光物産協会

〒895-0024　薩摩川内市鳥追町 1-1
代表取締役　井龍　大　一般社団法人　全国旅行協会　正会員

【きゃんぱく事務局】
 TEL 0996-23-9889（平日 9:00-17:00）

①銀行振込 ②カード決済 ③コンビニ支払い

■ストーリー
フリントは、ついに、コップの水一杯で何でも好きな食べ物に変えることができる＜食べ物マ
シーン＞を発明した！完成したマシーンを起動させようとしたとき、事故が起こり＜食べ物マ
シーン＞は空のかなたへと飛んでいってしまったのだ…。せっかくの発明品をなくし、残念が
るフリントだったが、突然、空から大量のチーズバーガーが降ってきた !! 発明は成功！その後
フリントが研究室にあるコンピューターから食べたいものを入力すれば、スパゲティからス
テーキ、パンケーキやアイスクリームまで、何でも空から降ってくる日々が続いた。でも、空
の彼方では、ある大変なコトが起きていたのだった！

　■スタッフ
監督：フィル・ロード、クリストファー・ミラー
製作：パム・マースデン
原作（本）：ジュディ・バレット
原作（絵）：ロン・バレット
音楽：マーク・マザースボウ
　■キャスト
フリント・ロックウッド：梯 篤司（声の出演）
サム・スパークス：甲斐田 裕子（声の出演）
ティム・ロックウッド：斎藤志郎（声の出演）
市長：石塚運昇（声の出演）
ブレント：佐藤せつじ（声の出演）
アール：森川智之（声の出演）
カル：矢島晶子（声の出演）
マニー：菅原 正志（声の出演）

（出典：SONY PICTURES DIGITAL PRODUCTIONS INC.）

くもりときどきミートボール
CLOUDY WITH A CHANCE OF MEATBALLS

上映作品の紹介

■ストーリー
学校の地下室で居残りをさせられていた、気弱なゲームオタクのスペンサー、頭が悪いアメフト部員のフリッ
ジ、自撮り大好きうぬぼれ美人のベサニー、シャイなガリ勉のマーサの 4 人。彼らは「ジュマンジ」という名
前のソフトが入った古いゲーム機を偶然発見する。プレイするキャラクターを選択した途端、4 人は現実世界
の自分とは性格も体格も性別までも違うキャラクターとなってゲームの中の世界に入り込んでしまう。周りは
ジャングル、猛獣と敵だらけ。各自のライフはたったの 3 つ、クリアできなければ、永遠にゲームの中に閉じ
込められる。果たして彼らは、生きて現実世界に帰ることができるのか！？
 ■スタッフ

監督 : ジェイク・カスダン
原案 /脚本 : クリス・マッケナ
脚本 : エリック・ソマーズ
撮影 : ギュラ・パドス
プロダクション・デザイン : オーウェン・パターソン
編集 : マーク・ヘルフリッチ
視覚効果スーパーバイザー : ジェローム・チェン
音楽 : ヘンリー・ジャックマン
 ■キャスト
スペンサー／スモルダー・ブレイブストーン : ドウェイン・ジョンソン (楠 大典 )
フリッジ／ムース・フィンバー : ケヴィン・ハート (伊藤 健太郎 )
ベサニー／シェリー・オベロン : ジャック・ブラック (高木 渉 )
マーサ／ルビー・ラウンドハウス : カレン・ギラン (白石 涼子 )
アレックス : ニック・ジョナス (千葉 進歩 )
ヴァン・ペルト : ボビー・カナヴェイル (黒田 崇矢 )
ナイジェル : リス・ダービー (江原 正士 )

（出典：SONY PICTURES DIGITAL PRODUCTIONS INC.）

ジュマンジ／ウェルカム・トゥ・ジャングル
JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE
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