
＊各作品の上映時間は劇場公式HP www.eigaya.com または劇場にお問合せください。

シネクラブ会員
の皆様へ 会員カードの有効期限をご確認ください！

会員サービスは入会から1年間有効です。早めの更新をお勧めします。｢更新期限｣はカードに記載の有効期限の一ヶ月後です。
二ヶ月前から更新手続きが可能です。( 期限を過ぎた場合は、更新手続きはできません。)
新型コロナウイルスの感染拡大の影響による劇場休業期間を考慮し、シネクラブ会員証の有効期限を 2 ヶ月延長しております。

September
October

監督：ベンジャミン・ターナー、ゲイブ・ターナー / 出演：ベリー・ゴーディ、
スモーキー・ロビンソン /2019/ アメリカ、イギリス /112 分 / ショウゲート

makingofmotown.com
©2019 Motown Film Limited. All Rights Reservedメイキング･オブ･モータウン10/30(金)～

伝説の音楽レーベル創設者、初の密着ドキュメンタリー

デトロイトの片隅の一軒家から、世界の音楽を塗り替えた
音楽レーベル“モータウン”。引退を表明した創設者のベリ
ー・ゴーディが、“伝説を生むノウハウ”を初めて語る。

監督：ギャビン・フィッツジェラルド、チャーリー・ライトニング
出演：リアム・ギャラガー /2019/ イギリス /89 分 / ポニーキャニオン

asitwas.jp
©2019 WARNER MUSIC UK LIMITEDリアム･ギャラガー:アズ･イット･ワズ9/25(金)～

初めて明かされる素顔、そして劇的な復活！

90年代を代表するバンド「オアシス」のフロントマン、リア
ム・ギャラガーのドキュメンタリー。オアシス解散から、再
起を賭けたソロアルバム発表までの10年間を追う。

監督：行定勲 / 出演：大倉忠義、成田凌、吉田志織、さとうほなみ
2020/ 日本 /130 分 /R15+/ ファントム・フィルム

水城せとなの人気コミックを、『ナラタージュ』の行定勲
監督が大倉忠義と成田凌のW主演で映画化。7年振りに再
会した2人の青年の、狂おしく切ない恋模様を描く。

phantom-film.com/kyuso
©水城せとな・小学館／映画「窮鼠はチーズの夢を見る」製作委員会窮鼠はチーズの夢を見る9/11(金)～

大倉忠義と成田凌のW主演！注目の恋愛映画

監督：ダニエル・リー/出演：ウー・ジン、チャン・ツィイー、ジャッキー・チェン
2019/中国/125分/AMGエンタテインメント

1960年に初のチョモランマ登頂を果たすも、西欧諸国にそ
の事実を認められなかった登山隊が、15年後に2度目の登
頂に挑む。豪華キャストで贈る山岳エンターテイメント！

climbers-movie.com
©2019 SHANGHAI FILM GROUP. ALL RIGHTS RESERVED.クライマーズ10/16(金)～

チョモランマ登頂に挑んだ登山隊の実話

監督：トム・ムーア、ロス・スチュアート/声の出演：オナー・ニーフシー、エヴァ・ウィ
ッテカー/2020/アイルランド、ルクセンブルク/103分/チャイルド・フィルム

アイルランドで伝えられる“ウルフウォーカー”の伝説を、
過去2度のアカデミー賞ノミネートの経歴を持つ監督が
色彩豊かなアニメーションに仕上げた。

© WolfWalkers 2020ウルフウォーカー10/30(金)～

“ポスト・ジブリ”と評されるアイルランドのアニメスタジオ制作

監督：スタンリー・ネルソン / 出演：クインシー・ジョーンズ、ハービー・
ハンコック /2019/ アメリカ /115 分 /EASTWORLD ENTERTAINMENT

“ジャズの帝王”と称されるマイルス・デイヴィス。ジャズ
の歴史に革命をもたらし、ロックやヒップホップにも影
響を及ぼした彼の、素顔に迫る傑作ドキュメンタリー。

マイルス･デイヴィス クールの誕生10/16(金)～

グラミー賞最優秀音楽映画部門ノミネート！

universal-music.co.jp/miles-davis-movie
©2019 Eagle Rock Entertainment Limited and THIRTEEN Productions LLC All rights reserved

監督：ウェン・ムーイエ / 出演：シュー・ジェン、ワン・チュエンジュン
2018/ 中国 /117 分 / シネメディア

中国の医薬業界改革のきっかけとなった実話を映画化。薬
屋の店主チョン・ヨンは、金儲けのために白血病患者向け
の安価なインド製ジェネリック薬の密輸を始めるが…？

kusurikami.com
©2020 Cine-C. and United Smiles Co., Ltd. All Rights Reserved薬の神じゃない！10/16(金)～

中国の高額医療と貧困に切り込んだ社会派コメディ

監督：ライアン・ホワイト
2020/ アメリカ /104 分 / ツイン

金正恩の実兄・金正男の殺害犯として逮捕されたのは、ベトナ
ムとインドネシアの若い女性2人だった…！白昼堂々行われ
た暗殺の実行犯の裁判を通じ、彼女達の真実を描き出す。

koroshitenai.com
©2020 Backstory, LLC. All Rights Reserved.わたしは金正男を殺していない10/23(金)～

世界を驚愕させた暗殺事件の真相に迫るドキュメンタリー

監督：フランシス・アナン/出演：ダニエル・ラドクリフ、ダニエル・ウェバー
2020/イギリス、オーストラリア/106分/アット エンタテインメント

自由と平等のために闘った男たちの、“木鍵”を使った前代
未聞の脱獄計画！アパルトヘイト政策下の南アフリカを
舞台に、政治活動家ティム・ジェンキンの実話を映画化。

at-e.co.jp/film/escape
©2019 ESCAPE FP HOLDINGS PTY LTD, ESCAPE FROM PRETORIA LIMITED AND MEP CAPITAL, LPプリズン･エスケープ 脱出への10の鍵10/16(金)～10/29(木)

ダニエル・ラドクリフが実在の脱獄犯を演じる！

監督：カリン・クサマ/出演：ニコール・キッドマン、トビー・ケベル
2018/アメリカ/121分/PG12/キノフィルムズ

LA市警の刑事エリンの元に、17年前に取り逃がした犯罪
組織のボスから挑戦のメッセージが届く。過去に決着を
つけるため、彼女は砂漠地帯へと車を走らせるが…。

destroyer.jp
©2018 30WEST Destroyer, LLC.ストレイ･ドッグ10/30(金)～

ニコール・キッドマン主演！復讐と贖罪のネオ・ノワール

監督：河瀨直美/出演：永作博美、井浦新、蒔田彩珠
2020/日本/139分/キノフィルムズ

特別養子縁組で男の子を迎え入れた栗原夫婦。6年後、穏や
かに暮らす夫婦のもとに、産みの母親を名乗る女性から

「子どもを返してほしい」という電話がかかってくる…。

asagakuru-movie.jp
©2020「朝が来る」Film Partners朝が来る10/23(金)～

直木賞作家・辻村深月の小説を河瀨直美が映画化

監督：ロドリゴ・ソロゴイェン/出演：マルタ・ニエト、ジュール・ポリエ
2019/スペイン、フランス/129分/PG12/ハピネット

息子の失踪から10年、エレナは息子の面影を宿した少年ジャ
ンと出会う。彼はエレナを慕って頻繁に会いに来るが…。短
編作品から生まれた、予測できないミステリアスな物語。

omokage-movie.jp
©Manolo Pavónおもかげ10/23(金)～

アカデミー賞®にノミネートされた短編作品の“その先”

監督：石井裕也/出演：仲野太賀、大島優子、若葉竜也
日本/91分/R15+/フィルムランド

幼馴染の男女3人は、ある出来事をきっかけに想像もしな
かった未来に飲み込まれていく…。完全なる自由の中で作
り上げた石井裕也監督のオリジナル脚本による最新作！

ikichatta.com
©B2B, A LOVE SUPREME & COPYRIGHT @HEAVEN PICTURES All Rights Reserved生きちゃった10/30(金)～

『舟を編む』の石井裕也監督、最新作

監督：ディアオ・イーナン / 出演：フー・ゴー、グイ・ルンメイ
2019/ 中国、フランス /111 分 /PG12/ ブロードメディア・スタジオ

報奨金をかけられた警官殺しの逃亡者と、謎めいたファ
ムファタールが辿り着く先は…？『薄氷の殺人』のディア
オ・イーナン監督が描く、危ういクライム・ストーリー。

wildgoose-movie.com
©2019 HE LI CHEN GUANG INTERNATIONAL CULTURE MEDIA CO.,LTD.,GREEN RAY FILMS(SHANGHAI)CO.,LTD.,鵞鳥湖の夜9/25(金)～

夢幻的な陶酔へ誘う、革新的ノワール・サスペンス！

監督：津田肇 / 出演：三吉彩花、阿部純子、鶴見辰吾、 大塚寧々
2020/ 日本 /105 分 / イオンエンターテイメント、Atemo

27歳の小春は親友の彩乃と自由な共同生活を送っていた
が、ある日彩乃から妊娠を告げられる。シングルマザーにな
る決断をした彼女を、そばで支えていく決意をするが…。

daughters.tokyo
©「Daughters」製作委員会D a u g h t e r s9/18(金)～

三吉彩花×阿部純子W主演！親友の妊娠に揺れる心情を描く

監督：ブノワ・ジャコー/出演：ヴァンサン・ランドン、ステイシー・マーティン
2019/フランス他/100分/R18+/ギャガ

18世紀のロンドン。快楽とギャンブル好きで有名な作家の
カサノバはパリから亡命し、新たな土地で娼婦のシャルピ
ヨンと出会う。カサノバは挑発的な彼女に溺れていき…。

gaga.ne.jp/casanova
©CHRISTOPHE BEAUCARNE / LES FILMS DU LENDEMAIN - JPG FILMカサノバ  ～最期の恋～9/18(金)～

数々の浮き名を流した男の、すべてを賭けた恋

監督：山嵜晋平/出演：吉名莉瑠、糸瀬七葉、川瀬陽太、内田慈
2019/日本/90分/キャンター

11歳のとき両親の離婚と大好きな弟との別れを経験した
沙里。3年後、陸上部のエースになった沙里は、水と油のよ
うな関係の部長・雪菜の父と再婚した母と再会し…。

toz-movie.com
©テイクオーバーゾーンテイクオーバーゾーン9/25(金)～10/1(木)

複雑な家庭背景を持つ少女の葛藤と成長を描く青春映画

監督：山崎エマ/出演：水谷哲也、佐々木洋、 大谷翔平、菊池雄星
2020/アメリカ、日本/94分/シネリック・クリエイティブ

100年もの間、日本中を魅了してきた“高校野球”を題材に
したドキュメンタリー。岩手県・花巻東高校の球児とその
指導者へ長期取材を敢行した、夢と汗と涙の物語。

koshien-movie.com/
©2019 Cineric Creative/NHK/NHK Enterprises甲子園 フィールド･オブ･ドリームス9/18(金)～10/1(木)

若き女性監督が世界に伝えた「高校野球のいま」

監督：ミッジ・コスティン/出演：ウォルター・マーチ、ベン・バート
2019/アメリカ/94分/アンプラグド

ジョージ・ルーカスを始めとする著名な監督たちや、名作映
画を手掛けた音響技術者たちの知られざる仕事の秘密が明
らかに。映画愛に包まれた感動と興奮のドキュメンタリー。

eigaonkyo.com
©2019 Ain't Heard Nothin' Yet Corp.All Rights Reserved.ようこそ映画音響の世界へ9/18(金)～

ハリウッド100年の音の歴史を紐解くドキュメンタリー

監督：ジュゼッペ・トルナトーレ/出演：ティム・ロス
1998/アメリカ、イタリア/シンカ

4Kデジタル修復版 〈121分〉
イタリア完全版 〈170分〉

synca.jp/uminoue
©1998 MEDUSA海の上のピアニスト9/18(金)～10/15(木)

9/18(金)～10/1(木)
10/2(金)～10/15(木)

『ニュー・シネマ・パラダイス』の監督と、映画音楽の巨匠
エンニオ・モリコーネがタッグを組んだ不朽の名作

監督：キム・スンウ/出演：イ・ヨンエ、ユ・ジェミョン
2019/韓国/108分/PG12/ザジフィルムズ、マクザム

失踪した息子を探して6年、憔悴の果てに辿り着いた村は何
かがおかしかった…。イ・ヨンエが『親切なクムジャさん』以
来14年ぶりに映画復帰した、愛と復讐のサスペンス。

maxam.jp/bringmehome
©2019 Warner Bros. Ent. All Rights Reservedブリング･ミー･ホーム 尋ね人9/25(金)～

「宮廷女官チャングムの誓い」イ・ヨンエがスクリーン復帰

監督：ビン・リュー/出演：キアー・ジョンソン、ザック・マリガン
2018/アメリカ/93分/ビターズ・エンド

“全米で最も惨めな町”イリノイ州ロックフォード。貧しく暴
力的な家庭から逃れるようにスケートボードにのめり込む
若者3人の12年を追う、痛みと希望のドキュメンタリー。

bitters.co.jp/ikidomari
©2018 Minding the Gap LLC. All Rights Reserved.行き止まりの世界に生まれて9/25(金)～

アカデミー賞とエミー賞にWノミネート!!

2020.08.26 発行

監督：荒木伸二 / 出演：中村倫也、石橋静河、立花恵理、山中聡
2020/ 日本 / キノフィルムズ

ninzunomachi.jp
©2020「人数の町」製作委員会

借金取りに追われる蒼山は、簡単な労働と引き換えに衣食住
が保証され、セックスで快楽を貪って暮らせる謎の町に辿り
着く。そこで行方不明の妹を探しに来た紅子と出会うが…。

人数の町9/4(金)～

中村倫也主演！衝撃のディストピア・ミステリー

監督：井上竜太 / 出演：古川雄輝、竜星涼、村川絵梨、佐野岳
2020/ 日本 /99 分 / キャンター

古川雄輝と竜星涼がダブル主演、初共演した心温まるラ
ブストーリー。長野県を舞台に、小さな田舎町で出会った
正反対の2人が次第に惹かれていく心模様を描く。

restart-movie.com
©2020映画「リスタートはただいまのあとで」製作委員会リスタートはただいまのあとで9/4(金)～

癒し系純愛コミックを実写映画化

監督：ジョナ・ヒル/出演：サニー・スリッチ、ルーカス・ヘッジズ
2018/アメリカ/85分/PG12/トランスフォーマー

人気俳優ジョナ・ヒルが監督としての才能を開花させたデ
ビュー作。自身の半自伝的な10代の想い出をもとに、青春と
いう魔法の季節を鮮やかに映した少年たちの成長物語。

transformer.co.jp/m/mid90s
©2018 A24 Distribution, LLC. All Rights Reserved.m i d 9 0 s  ミッドナインティーズ9/4(金)～

A24が贈る、90年代への愛と夢が詰まった青春映画

監督：フレッド・ダースト/出演：ジョン・トラボルタ、デヴォン・サワ
2019/アメリカ/88分/PG12/イオンエンターテイメント

熱狂的なファンの愛情が異常な執着に変貌していく様をリ
アルに描く“ストーカー・スリラー”。トラボルタが内面から
滲み出る狂気を見事に体現した怪演で、新境地を見せる。

fanatic-movie.jp
©BILL KENWRIGHT LTD, 2019ファナティック ハリウッドの狂愛者9/4(金)～

ストーカーに豹変したジョン・トラボルタが迫り来る!!

監督：ロン・ハワード/出演：ルチアーノ・パヴァロッティ
2019/イギリス、アメリカ/115分/ギャガ

“神の声”を持つオペラ歌手、ルチアーノ・パヴァロッティ
の素顔に迫るドキュメンタリー。絶頂期のパフォーマン
スから、プライベートの貴重な姿までを映し出す。

gaga.ne.jp/pavarotti
©2019 Polygram Entertainment, LLC - All Rights Reserved.パヴァロッティ 太陽のテノール9/4(金)～

伝説的オペラ歌手の歌声をスクリーンで

女優として活躍しながらナチスに潜入したソニア・ヴィー
ゲット。彼女を待ち受ける運命とは…？第二次世界大戦中、
ナチス占領下のノルウェーを舞台に驚愕の実話を描く。
監督：イェンス・ヨンソン/出演：イングリッド・ボルゾ・ベルダル、ロルフ・ラスゴード
2019/ノルウェー/110分/東北新社、STAR CHANNEL MOVIES

sonja-movie.com
©2019, The Spy AS BR•F, Film i Väst, Scope Pictures, Nordisk Film Danmark - All rights reservedソニア ナチスの女スパイ9/11(金)～

スパイとしてナチスに潜入した女優の実話！

自閉症ケア施設を経営するブリュノと、そこで働く若者た
ちを支えるマリク。問題を抱えた子供達を救おうと2人は
奮闘するが、無認可・赤字経営を理由に閉鎖を迫られ…。
監督：エリック・トレダノ、オリヴィエ・ナカシュ/出演：ヴァンサン・カッセル、レダ・カテブ
2019/フランス/114分/ギャガ

gaga.ne.jp/specials
© 2019 ADNP - TEN CINÉMA - GAUMONT - TF1 FILMS PRODUCTION - BELGA PRODUCTIONS - QUAD+TENスペシャルズ！9/11(金)～

『最強のふたり』の監督×ヴァンサン・カッセル主演

監督：マウロ・リマ/出演：アレクサンドロ・ネロ、ダヴィ・カンポロンゴ
2017/ブラジル/117分/R15+/イオンエンターテイメント

“20世紀の最も偉大なバッハの奏者”ジョアン・カルロス・
マルティンス。事故と病で両手に障害を抱えてもなお、音
楽を諦めなかったピアニストの不屈の生涯を描く。

my-bach.jpマイ・バッハ  不屈のピアニスト9/11(金)～

全てを手にし、全てを失った男の心揺さぶる実話

～政府が潰そうとした自閉症ケア
施設を守った男たちの実話～

監督：深田晃司 / 出演：森崎ウィン、土村芳、
2020/ 日本 /232 分 / ラビットハウス

深田晃司監督が初のコミック映像化に挑み、反響を呼んだ
連続ドラマを、ディレクダーズカット版として劇場公開。
抜けだせない破滅の道へと進む男女の辿り着く先は…？

nagoyatv.com/honki
©星里もちる・小学館／メ～テレ本気のしるし<劇場版>10/9(金)～

『よこがお』の深田晃司監督が描く、男女の転落劇

監督：ルル・ワン/出演：オークワフィナ、ツィ・マー
2019/アメリカ/100分/ショウゲート

NYに暮らすビリーは、結婚式を口実に余命わずかな祖母に
会うため中国へ帰郷する。本人への告知を巡ってビリーと家
族は対立するが…？優しい“嘘”から生まれた感動の実話。

farewell-movie.com
© 2019 BIG BEACH, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.フェアウェル10/2(金)～

オークワフィナがゴールデングローブ賞主演女優賞を受賞!!

監督：フロリアン・ヘンケル・フォン・ドナースマルク/出演：トム・シリング
2018/ドイツ/189分/R15+/キノフィルムズ、木下グループ

芸術を愛した叔母との別れ、その面影を持つ恋人、叔母を殺
めた義父、西ドイツへの逃亡――現代美術界の巨匠ゲルハル
ト・リヒターをモデルに、苦悩と希望に満ちた半生を描く。

neverlookaway-movie.jp
©2018 PERGAMON FILM GMBH & CO. KG / WIEDEMANN & BERG FILM GMBH & CO. KGある画家の数奇な運命10/2(金)～

ドイツの激動の時代に数奇な運命を生きた芸術家の物語

監督：パブロ・ラライン/出演：マリアーナ・ディ・ジローラモ、ガエル・ガル
シア・ベルナル/2019年/チリ/107分/R15+/シンカ

ある事件で打ちのめされた美しきダンサーのエマは、思惑
を秘めて3人の男女を手玉に取り、妖しい魅力で虜にしてい
く。奔放な行動の裏に隠された、彼女の衝撃的な計画とは？

synca.jp/ema
©Fabula, Santiago de Chile, 2019エマ、愛の罠10/2(金)～

鮮烈な映像美と音楽に彩られた、予測不能の“罠”

監督：ジョー・タルボット/出演：ジミー・フェイルズ、ジョナサン・メジャース
2019/アメリカ/120分/PG12/ファントム・フィルム

祖父が建てた美しい家に再び住む事を願うジミーと、そんな
彼を静かに支える友人モント。都市開発で変わりゆくこの街
で、居場所を奪われた者は心の在り所を取り戻せるのか…？

phantom-film.com/lastblackman-movie
©2019　A24 DISTRIBUTION LLC.ALL RIGHTS RESERVED.ラストブラックマン･イン･サンフランシスコ10/9(金)～

オバマ元米大統領が選ぶ2019年ベストムービー！

監督：ヴァーツラフ・マルホウル/出演：ステラン・スカルスガルド、ハーヴェイ・カイテル
2018/チェコ他/169分/R15+/トランスフォーマー

ナチスから逃れるために田舎に疎開した少年と、異物で
ある少年を徹底的に攻撃する“普通の人々”を描く。戦争と
ホロコーストの真実を容赦なく映し出す衝撃作。

transformer.co.jp/m/itannotori　©2019 ALL RIGHTS RESERVED SILVER SCREEN ČESKÁ TELEVIZE EDUARD & MILADA
KUCERA DIRECTORY FILMS ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA CERTICON GROUP INNOGY PUBRES RICHARD KAUCKÝ異端の鳥10/9(金)～

ポーランドの発禁書、半世紀を経て映画化！！

監督：ピエトロ・マルチェッロ/出演：ルカ・マリネッリ、ジェシカ・クレッシー
2019/イタリア他/129分/ミモザフィルムズ

20世紀アメリカ文学を代表する作家、ジャック・ロンドンの自
伝的小説を映画化。貧しい船乗りのマーティンは、上流階級の
娘エレナと恋に落ちたことをきっかけに作家を志すが…。

martineden-movie.com
©2019 AVVENTUROSA – IBC MOVIE- SHELLAC SUD -BR -ARTEマーティン･エデン10/9(金)～

ルカ・マリネッリがヴェネツィア国際映画祭男優賞を受賞！

監督：P.B.シェムラン/出演：メル・ギブソン、ショーン・ペン
2018/イギリス他/124分/ポニーキャニオン

世界最高峰と称される辞典を作ったのは、“異端の学者”と 
“呪われた殺人犯”だった…！「オックスフォード英語大辞
典」の誕生に隠された、驚くべき実話を映画化。

hakase-kyojin.jp
©2018 Definition Delaware, LLC. All Rights Reserved."博士と狂人10/16(金)～

メル・ギブソンとショーン・ペンが初共演!!

Part2／カメラに映った宇宙人たち

製作・撮影：
ダーシー・ウィアー
2019/ アメリカ
107 分 /TOCANA

ufo-movie.com
©2019 Occult Journeys All Rights Reserved. in association with Eden Entertainment Inc.

UFO真相検証ファイル10/30(金)～11/5(木)

宇宙人拉致事件の歴史を辿るUFOドキュメンタリー UFO研究家による最新スクープ映像集!
Part１／戦慄！宇宙人拉致事件の真実

製作・撮影：
ダーシー・ウィアー
2018/ アメリカ
74 分 /TOCANA

ufo-movie.com
©2019 Occult Journeys All Rights Reserved. in association with Eden Entertainment Inc.

UFO真相検証ファイル10/9(金)～10/15(木)

宇宙人拉致事件の歴史を辿るUFOドキュメンタリー


