
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。
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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。

January
February

＊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。

岡本太郎の母としても知られる、愛に生きた作家・岡本かの
子の小説を映像化。日本、台湾、マレーシアを舞台に、素直に
なれない3組の男女のこじれた恋を描くオムニバス映画。
監督：グオ・チェンディ/出演：峯田和伸、橋本マナミ、ヤオ・アイニン
2019/台湾、日本/116分/ギグリーボックス

越年  l o v e r s1/15(金)～

共に山形出身の峯田和伸、橋本マナミが山形弁で共演

etsunen.com
©2019映画「越年」パートナーズ

えつねん

幼馴染の翔と泰我は幼い頃から祭りの太鼓を叩いてきた
が、泰我が受験に専念するため太鼓をやめると言い出す。
焦りを感じる翔はある日、不思議な少女・都と出会い…。
監督：池田エライザ/出演：倉悠貴、石内呂依、高良健吾、リリー・
フランキー/2020/日本/104分/キネマ旬報DD、映画24区

夏、至るころ1/29(金)～

池田エライザ監督デビュー作

natsu-itarukoro.jp
©2020「夏、至るころ」製作委員会

孤独な少年ルークにしか見えない“空想上の親友”ダニエル。
長年封印していたその存在を呼び起こしたルークは、カリ
スマ性溢れる美青年の姿で現れた彼に精神を支配され…。
監督：アダム・エジプト・モーティマー/出演：マイルズ・ロビンス、
パトリック・シュワルツェネッガー/2019/アメリカ/100分/R15+/フラッグ

ダニエル2/5(金)～

欲望と狂気で脳を支配する、イマジナリー×スリラー

danielmovie.jp
©2019 DANIEL FILM INC. ALL RIGHTS RESERVED.

終電を逃したことから偶然に出会い、恋に落ちた麦と絹は
同棲を始めるが…。菅田将暉と有村架純のW主演で描く、
胸を締め付ける切なさに包まれた忘れられない5年間。
監督：土井裕泰/出演：菅田将暉、有村架純、清原果耶、細田佳央太
2021/日本/124分/東京テアトル、リトルモア

花束みたいな恋をした1/29(金)～

ドラマ「カルテット」脚本家・坂元裕二が贈るラブストーリー

hana-koi.jp
©2021『花束みたいな恋をした』製作委員会

1776年の創設以来、政治・経済・文化・芸術を陰で操り、全
世界の支配を目指してきたといわれる秘密結社イルミナ
ティ。人類最大の謎とタブーに迫るドキュメンタリー。
監督：ジョニー・ロイヤル/出演：ジョニー・ロイヤル、
ジョセフ・ ウェイジズ/2019/アメリカ/76分/TOCANA

イルミナティ 世界を操る闇の秘密結社2/12(金)～

歴史を影で動かす支配者の実像を暴く ドキュメンタリー

illuminati-movie.com
©Praetorian Motion Pictures

アントニオは恋人のパオロとの結婚を決意するが、自分がゲ
イであることを両親にカミングアウトしていなかった。結婚
の意思を伝えるために、故郷であるイタリアを訪れるが…。
監督：アレッサンドロ・ジェノヴェージ/出演：ディエゴ・アバタントゥオーノ、
モニカ・グェリトーレ/2018/イタリア/90分/ミモザフィルムズ

天空の結婚式2/19(金)～

ラピュタのモデルの地で繰り広げられる特別な結婚式

tenkuwedding-movie.com
©Copyright 2017 Colorado Film Production C.F.P. Srl

高校の用務員として働く深見は元暴力団員だった父の兄弟分
の娘・唯のボディーガードとして密かな人生を送っていた。あ
る日暴力団の抗争が勃発し、唯が標的になってしまう…。
監督：阪元裕吾/出演：福士誠治、芋生悠、山路和弘、前野朋哉、般若
2021/日本/86分/PG12/キグー

ある用務員2/19(金)～

福士誠治主演のクライムアクション

youmuin-movie.com
©2021「ある用務員」製作委員会

1/22(金)～

サンローランのアートプロジェクトとして制作され、カンヌ
で(また)賛否を呼んだギャスパー・ノエ最新作。魔女狩りを描
く映画の撮影現場が、狂気的な混乱状態へ発展していく。
監督：ギャスパー・ノエ/出演：シャルロット・ゲンズブール、
ベアトリス・ダル/2019/フランス/51分/ハピネット

ルクス・エテルナ 永遠の光1/22(金)～

シャルロット・ゲンズブール×ベアトリス・ダルが共演

luxaeterna.jp ©2020 SAINT LAURENT 
VIXENS LES CINEMAS DE LA ZONE特別料金

ザ・クロマニヨンズ、OKAMOTO'S、レコード・コレクター
ズなどのアートワークを手掛けるデザイナー菅谷晋一。謎
に包まれた彼の制作過程に密着したドキュメンタリー。
監督：南部充俊/出演：菅谷晋一、ザ・クロマニヨンズ、OKAMOTO'S
2020/日本/96分/SPACE SHOWER FILMS

エポックのアトリエ 菅谷晋一がつくるレコードジャケット1/22(金)～

ミュージシャンたちが厚い信頼を寄せる人物とは 

epok-film.com ©2020「エポ
ックのアトリエ」製作委員会

2020.12.23 発行

監督：ライアン・マーフィ/出演：メリル・ストリープ、ニコール・
キッドマン/2020/アメリカ/132分/イオンエンターテイメント

ガールフレンドとプロムに行きたい女子高生のために、落
ち目の舞台俳優たちが町に乗り込んでくる!!メリル・スト
リープ×「glee/グリー」の監督が贈るミュージカル映画。

netflix.com/jp/title/81079914ザ・プロム1/1(金)～

ブロードウェイミュージカルを豪華キャストで映画化

監督：ジェームズ・マーシュ/出演：マイケル・ケイン、ジム・ブロードベント
2018/イギリス/108分/キノフィルムズ

宝飾店から25億円相当の宝石と現金を盗んだ犯人は、な
んと平均年齢60歳以上の高齢窃盗集団だった!!英国史上
“最高額、最高齢の金庫破り”と呼ばれた実話を映画化。

kingofthieves.jp
©2018 / STUDIOCANAL S.A.S. - All Rights reservedキング・オブ・シーヴズ1/15(金)～

マイケル・ケインら名優たちがシニア強盗団に！

監督：クリストファー・ランドン/出演：ヴィンス・ヴォーン、
キャスリン・ニュートン/2020/アメリカ/102分/R15+/東宝東和

殺人鬼ブッチャーに襲われ、なぜか身体が入れ替わってし
まったミリー。中年男性姿のミリーは、女子高生姿のブッチ
ャーの虐殺計画を阻止し、自分の身体を取り戻せるのか!?

theswitch-movie.jp
©2020 UNIVERSAL STUDIOSザ・スイッチ1/15(金)～

『ハッピー・デス・デイ』監督が贈る“入れ替わり”ホラー

監督：伊藤俊也/出演：浅野忠信、宮沢りえ、小林薫、柄本明
2020/日本/127分/シネメディア

終戦直後、GHQ占領下の日本においてそのGHQと互角に渡
り合った2人の男、吉田茂と白洲次郎。終戦から憲法制定、独
立に至る歴史の裏側のドラマをスリリングに描き出す。

nippon-dokuritsu.com
©2020「日本独立」製作委員会日本独立1/29(金)～

豪華俳優陣の共演で描く戦後日本の歴史ドラマ

監督：ドゥニ・ドー/声の出演：ベレニス・ベジョ、ルイ・ガレル
2018/フランス/87分/ファインフィルムズ

ポル・ポト率いる武装組織クメール・ルージュに支配された
1975年のカンボジア。3歳の息子と離れ離れになってしま
った母親チョウの激動の日々を描く長編アニメーション。

F UN AN  フナン1/29(金)～

アヌシー国際アニメーション映画祭グランプリ作品！

finefilms.co.jp/funan Les Films d'Ici - Bac Cinéma - Lunanime - ithinkasia - WebSpider 
Productions - Epuar - Gaoshan - Amopix - Cinefeel 4 - Special Touch Studios © 2018

監督：住田崇/出演：バカリズム、井浦新、堀田真由、佐久間由衣
2021/日本/120分/ＷＯＷＯＷ

自殺に追い込まれた亡き父の復讐のため、一馬はいとこ
の満とともに“初めての殺人”に挑むが…。バカリズムと井
浦新がW主演、『架空OL日記』の住田崇が監督を務める。

satsui-movie.jp
©2021「劇場版 殺意の道程」製作委員会劇場版  殺意の道程2/5(金)～

バカリズムが脚本を手掛ける新感覚サスペンスコメディ

みちのり

監督：アントワーヌ・ランボー/出演：オリヴィエ・グルメ、マリーナ・フォイス
2018/フランス、ベルギー/110分/セテラ・インターナショナル

妻殺害の容疑をかけられた大学教授ジャック。彼の無実
を確信するノラは、弁護士デュポンと共に250時間の電話
記録を調べる。彼らは新たな真実と疑惑に気付くが…。

cetera.co.jp/kakushin
©Delante Productions - Photo Severine BRIGEOT私は確信する2/12(金)～

“完全犯罪”と言われたフランスの未解決事件を映画化

監督：バート・フレインドリッチ/出演：ジュリアン・ムーア、
ミシェル・ウィリアムズ/2019/アメリカ/112分/キノフィルムズ

孤児の救済活動をするイザベルに舞い込んだ多額の寄付は、資
産家のテレサが家族のために仕掛けた計画だった。交差する2
人の人生に隠された真実に、心が震えるヒューマンドラマ。

afterthewedding.jp
©ATW DISTRO, LLC 2019秘密への招待状2/12(金)～

ジュリアン・ムーア×ミシェル・ウィリアムズの豪華共演

脚本：桑原亮子/出演：柄本佑、尾野真千子、濱田岳、森山直太朗
2020/日本/116分/ギャガ

阪神・淡路大震災時、自ら被災しながらも、避難所で被災
者の声に耳を傾け、「心のケア」に奔走した精神科医の和
隆。5年後、理想の医療に燃える和隆にがんが発覚し…。

心の傷を癒すということ〈劇場版〉2/12(金)～

柄本佑が被災者に寄り添った実在の精神科医を演じる

gaga.ne.jp/kokoro ©映画「心の傷を癒
すということ」製作委員会

監督：今泉力哉/出演：松坂桃李、仲野太賀、山中崇、若葉竜也
2020/日本/117分/ファントム・フィルム

大学院受験に失敗し、どん底生活を送る劔（つるぎ）は、松浦亜
弥のMVをきっかけにアイドルにどハマりする。個性的なオタ
ク仲間達と、くだらなくも愛おしい青春を謳歌するが…。

phantom-film.com/anokoro
©2020『あの頃。』製作委員会あの頃。2/19(金)～

ハロプロの名曲たちが彩る笑いと涙の青春物語

今泉力哉監督にコメントを頂きました→裏面

監督：ニールス・アルデン・オプレヴ/出演：エスベン・スメド、
トビー・ケベル/2019/デンマーク他/138分/ハピネット

内戦中のシリアに渡った写真家のダニエルは、突然ISに誘拐
される。拷問と飢えに苦しみ、地獄の日々を耐える一方で、彼
の家族は巨額の身代金を用意するために奔走するが…。

ある人質  生還までの39 8日2/19(金)～

ISの人質となった青年の実話

398-movie.jp ©TOOLBOX FILM / FILM I VÄST / 
CINENIC FILM / HUMMELFILM 2019

監督：グー・シャオガン/出演：チエン・ヨウファー、
ワン・フォンジュエン/2019/中国/150分/ムヴィオラ

認知症で介護が必要になった母。それぞれの人生を歩む4人の
息子。そして恋と結婚に直面する孫たち。激動の中国に生きる
家族の四季を、現代の山水絵巻のように描いた驚愕の傑作。

moviola.jp/shunkosuidan
©2019 Factory Gate Films All Rights Reserved春江水暖～しゅんこうすいだん2/19(金)～

デビュー作にして、カンヌのクロージング作品に選出

監督：トム・フィッツジェラルド/出演：ジャッキー・ウィーヴァ―、
ルーシー・リュー/2020/カナダ/93分/PG12/REGENTS

息子の葬式にかけつけたメイベリンは、疎遠だった彼がドラ
ァグクイーンで、ゲイバーを経営していたことを知る。バーを
相続した彼女は、瀕死の店を再建するため立ち上がるが…?

stage-mother.jp
©2019 Stage Mother, LLC All Rights Reserved.ステージ・マザー2/26(金)～

ごく普通の主婦がドラァグクイーンとゲイバーを再建!?

殺し合いを配信する闇サイトをコメントで荒らしていたマ
イルズ。ある日、目を覚ますと両手に拳銃が固定されデスゲ
ームに参加することに!!この無理ゲーを攻略出来るのか!?
監督：ジェイソン・レイ・ハウデン/出演：ダニエル・ラドクリフ、サマラ・
ウィーヴィング/2019/イギリス他/98分/R15+/ポニーキャニオン

ガンズ・アキンボ2/26(金)～

二丁拳銃《アキンボ》のエクストリーム・ガン・アクション

guns-akimbo.jp
©2019 Supermix UG (haftungsbeschräenkt).All rights reserved.

監督：ジル・ド・メストル出演：ダニア・デ・ヴィラーズ、メラニー・ロラン
2018/フランス/98分/シネメディア

11歳のミアは、家族が経営するファームで生まれたホワイト
ライオンのチャーリーと友情を育んでいた。しかし父がハン
ティングの業者にライオンを売っていることを知り…。

ミアとホワイトライオン 奇跡の1300日3/5(金)～

驚異のCG無し！少女とライオンの友情を描く

miaandthewhitelion.jp ©2018 Galatee Films - Outside Films - Film Afrika D - Pandora 
Film - Studiocanal - M6 Films © Emmanuel Guionet / Galatee Films - Outside Films

監督：ウケ・ホーヘンダイク/出演：ヤン・シックス、エリック・ド・
ロスチャイルド男爵/2019/オランダ/101分/アンプラグド

安値で落札された絵画はレンブラントの未発見作!?美術界がヒ
ートアップする一方、競売に出された別のレンブラント作品を
ルーヴル美術館とアムステルダム国立美術館が奪い合い…。

rembrandt-movie.com
©2019DiscoursFilmレンブラントは誰の手に2/26(金)～

巨匠の作品を巡る驚きの美術ドキュメンタリー

監督：ヤン・コマサ/出演：バルトシュ・ビィエレニア、エリーザ・
リチェムブル/2019/ポーランド、フランス/115分/R18+/ハーク

少年院で出会った神父の影響で熱心なキリスト教徒になった
ダニエル。前科者は聖職者になれないと知りながら、過去を偽
って司祭になった彼の前に、同じ少年院にいた男が現れ…。

聖なる犯罪者1/15(金)～

聖人か？悪人か？実在の事件を基に描かれる衝撃の物語

hark3.com/seinaru-hanzaisha ©2019 Aurum Film Bodzak Hickinbotham SPJ.- WFSWalter Film 
Studio Sp.z o.o.- Wojewodzki Dom Kultury W Rzeszowie - ITI Neovision S.A.- Les Contes Modernes

監督：アーマンド・イアヌッチ/出演：デヴ・パテル、ピーター・
キャパルディ/2019/イギリス、アメリカ/120分/ギャガ

文豪ディケンズの半自伝的小説「デイヴィッド・コパフィ
ールド」を映画化。ドン底の中で逞しく生きる主人公と、
彼を取り巻く愛すべき変人たちの波乱万丈ストーリー！

どん底作家の人生に幸あれ！1/22(金)～

『スターリンの葬送狂騒曲』監督、最新作!!

gaga.ne.jp/donzokosakka ©2019 Dickensian Pictures, 
LLC and Channel Four Television Corporation

監督：イリース・デュラン/出演：アレクサンドラ・ダダリオ、タイラー・
ホークリン/2019/アメリカ/94分/イオンエンターテイメント

飛行機で乱気流に巻き込まれ「もう終わり」と、隣の男に自分
の秘密を打ち明けたエマ。二度と会わないはずの彼は会社の
オーナーだった!!最悪の出会いから始まるラブストーリー。

emma-movie.com
©2019 CYKAS LLCエマの秘密に恋したら1/22(金)～

ベストセラー小説を映画化したラブコメディ

監督：天野千尋 / 出演：篠原ゆき子、大高洋子、長尾卓磨、新津ちせ
2019/ 日本 /106 分 / アークエンタテインメント

スランプ中の小説家・真紀は、隣人・美和子によるけたたまし
い騒音と嫌がらせに悩まされていた。美和子を小説のネタに
書いて反撃するが、それが予想外の事態を巻き起こし…!?

mrsnoisy-movie.com
©「ミセス・ノイズィ」製作委員会ミセス・ノイズィ1/22(金)～

世間を巻き込む隣人バトル勃発!!

監督：グレゴリー・マーニュ/出演：エマニュエル・ドゥヴォス、グレゴリー・
モンテル/2019/フランス/101分/アット エンタテインメント

嗅覚を失くしたわがまま天才調香師と、仕事も親権も取り上
げられそうな崖っぷち運転手。真逆な組み合わせは奇跡を起
こすのか!?香水業界での再起をかけた爽やかな感動ドラマ。

パリの調香師  しあわせの香りを探して1/29(金)～

ディオール、エルメスの専属調香師が製作に協力

parfums-movie.com ©LES FILMS 
VELVET - FRANCE 3 CINÉMA

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.mid90 s  ミッドナインティーズ1/1(金)～1/7(木)

2020年大ヒットした青春映画を再上映！

監督：エイプリル・ライト/製作総指揮：ミシェル・ロドリゲス
2020/アメリカ/84分/イオンエンターテイメント

息を呑むような名シーンの数々を、彼女たちはいかに作り
あげてきたのか!?スタントウーマンたちの鍛錬の様子や歴
史を通して、ハリウッドで活躍するプロの姿を映し出す。

stuntwomen-movie.com
©STUNTWOMEN THE DOCUMENTARY LLC 2020スタントウーマン ハリウッドの知られざるヒーローたち1/8(金)～

偉大なアクションシーンの裏側に迫るドキュメンタリー

『スパニッシュ・アパートメント』のセドリック・クラピッシ
ュ監督最新作。SNSでは埋められない孤独や、仕事に対する
不安を抱える男女が、葛藤しながら前進する姿を描く。
監督：セドリック・クラピッシュ/出演：アナ・ジラルド、
フランソワ・シヴィル/2019/フランス/111分/PG12/シネメディア

パリのどこかで、あなたと1/1(金)～

パリに暮らす不器用な男女の出会いを描くラブストーリー

someone-somewhere.jp ©2019 / CE QUI ME MEUT 
MOTION PICTURE - STUDIOCANAL - FRANCE 2 CINEMA

孤高のカリスマ漫画家・吉野朔実の原作漫画を、黒澤清の愛
弟子・池田千尋が映画化。大好きな両親が本当の親ではない
と知った少女の、失われた記憶を取り戻す旅路を描く。
監督：池田千尋/出演：石井杏奈、栗原吾郎、柄本時生、二階堂智
2020/日本/105分/KAZUMO

記憶の技法1/8(金)～

吉野朔実作品初の実写映画化！美しくも残酷なミステリー

kiokunogihou.com
©吉野朔実・小学館 / 2020「記憶の技法」製作委員会

親友であり最大のライバルであった3人のオペラ歌手が、
“三大テノール”として活躍を始めた伝説のコンサートか
ら30年。世紀の競演の舞台裏に迫るドキュメンタリー。
出演：ルチアーノ・パヴァロッティ、 プラシド・ドミンゴ、ホセ・カレーラス
2020/ドイツ/94分/ギャガ

甦る三大テノール  永遠の歌声1/8(金)～

伝説のコンサートの未公開映像を初公開！

gaga.ne.jp/threetenors
©C Major Entertainment2020

ホロコーストを生き延びた16歳のクララと42歳のアルド。家
族を喪い傷ついた彼らは、寄り添うことで人生を取り戻して
いくが、ソ連の弾圧によって再び時代に翻弄されてゆく…。
監督：バルナバーシュ・トート/出演：カーロイ・ハイデュク、
アビゲール・セーケ/2019/ハンガリー/88分/シンカ

この世界に残されて1/8(金)～

ハンガリーアカデミー賞４冠ほか映画賞で称賛!!

synca.jp/konosekai
©Inforg-M&M Film 2019

セルゲイ・ロズニツァ〈群衆〉ドキュメンタリー3選 1/1(金)～1/14(木)
期間限定上映時代と群衆に眼差しを向ける露の鬼才監督作品、日本初公開

国葬
1/1(金)～1/11(月･祝)

1953年、独裁者スターリンの死――
人類史上最大級の国葬の記録

©ATOMS & VOID
2019/オランダ、リトアニア/135分

粛清裁判
1/1(金)～1/7(木)･1/12(火)～1/14(木)

無実の罪を着せられた人々を裁く、
権力による見せしめ裁判

©ATOMS & VOID
2018/オランダ、ロシア/128分

アウステルリッツ
1/8(金)～1/14(木)

戦後75年、ホロコーストの
強制収容所を訪れる“観光客”たち　

©Imperativ Film
2016/ドイツ/94分

sunny-film.com/sergeiloznitsa 配給：サニーフィルム


