
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。

March
April

＊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。

親の愛情を知らずに育った高校3年生の有海は、携帯電話に
残されたメッセージに導かれ、問題児・春川と出会い恋に落
ちるが…。20代の若手クリエイター達が描く青春映画。
監督：井樫彩/出演：優希美青、井上祐貴、犬飼貴丈、小西桜子
2021/日本/107分/PG12/アークエンタテインメント

NO  C A L L  N O  L I F E3/5(金)～

不安定な思春期の2人が織りなすラブストーリー

nocallnolife.jp
©2021映画「NO CALL NO LIFE」製作委員会

ノ ー ・ コ ー ル ・ ノ ー ・ ラ イ フノ ー ・ コ ー ル ・ ノ ー ・ ラ イ フ

かつての天才詩人ムーンドッグは、アメリカの“楽園”フロリ
ダ州で、悪友たちとどんちゃん騒ぎの日々を送っていた。しか
しある事件をきっかけに一文無しのホームレスになり…!?
監督：ハーモニー・コリン/出演：マシュー・マコノヒー、スヌープ・ドッグ
2019/アメリカ/95分/R15+/キノシネマ

ビーチ・バム まじめに不真面目5/7(金)～

監督:ハーモニー・コリン×主演:マシュー・マコノヒー!!

movie.kinocinema.jp/works/beachbum ©2019 BEACH BUM 
FILM HOLDINGS LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

佐藤二朗の舞台を豪華キャストで映画化
監督：佐藤二朗/出演：山田孝之、仲里依紗/2020/日本/113分/R15+/AMGエンタテインメント
©2020「はるヲうるひと」製作委員会

はるヲうるひと

猿楽町で会いましょう 未完成予告大賞グランプリ受賞作 
監督：児山隆/出演：金子大地、石川瑠華/2019/日本/122分/R15+
ラビットハウス、エレファントハウス/©2019 オフィスクレッシェンド

公開延期作品  上映日決定！6/4(金)～

80年代初頭に、生まれたての“ヒップホップ”をフィルムに捉
えた貴重なドキュメンタリー。大人たちから批判を受けなが
らも、“グラフィティ”に熱中する少年たちの姿を追う。
監督：トニー・シルバー/プロデューサー：ヘンリー・シャルファント
1983/アメリカ/70分/シンカ

S t y l e  W a r s  デジタル修復版3/26(金)～

日本劇場初公開！ヒップホップ黎明期の記録

synca.jp/stylewars ©MCMLXXXIII Public Art 
Films, Inc. All Rights Reserved

ス タ イ ル ・ ウ ォ ー ズ

映画初主演となる若葉竜也が、下北沢を舞台に繰り広げ
る青春物語。恋人にフラれたばかりの古着屋店員の青の
もとに、自主映画の出演依頼が舞い込むが…。
監督：今泉力哉/出演：若葉竜也、穂志もえか、古川琴音
2019/日本/130分/「街の上で」 フィルムパートナーズ

街の上で4/9(金)～

『愛がなんだ』『あの頃。』の今泉力哉監督最新作

machinouede.com
©「街の上で」フィルムパートナーズ

「癒し」をテーマに、声優・江口拓也とアシスタントの西山
宏太朗が、ゲストと共に様々な場所で癒される旅番組の
劇場版。ゲスト・堀江瞬の故郷である大阪を訪れる。
出演：江口拓也、西山宏太朗、堀江瞬
2021/日本/ムービック

入場者プレゼントあり！ ※先着順・数量限定

movinonweb.com
/oreiya ©oreiya劇場版 江口拓也の俺たちだって癒されたい！ 大阪の旅3/5(金)～3/11(木)

声優ゆったり癒し系番組を劇場で

薬物撲滅警察特別チームの一員であるサマドは、薬物売人
の大物ナセルを彼のペントハウスに追い詰め、刑務所に収
監する。しかし、それはほんの始まりに過ぎなかった…。
監督：サイード・ルスタイ/出演：ペイマン・モアディ、ナヴィッド・モハマ
ドザデー/2019/イラン/131分/オンリー・ハーツ

just6.5andwarden.onlyhearts.co.jp
©Iranian Independentsジャスト6 . 5  闘いの証3/12(金)～3/25(木)

東京国際映画祭で最優秀監督・主演男優賞をW受賞

韓国の9人組男性アイドルグループSF9のインソンとフィヨ
ンが出演するウェブドラマの劇場版。鈍感な大学生と、完璧
だけど温かい心を持つロボットの友情コメディドラマ。
監督：ホン・チュンギ/出演：インソン、フィヨン、キム・ヌリ
2020/韓国/133分/ソルレカンパニー

抽選で直筆サイン入りグッズが当たる！

bigpicturemart.com/dokgobin
©BIGPICTUREMART all rights reserved.トッコ・ビンはアップデート中3/12(金)～3/18(木)

人気韓国アイドル主演のハートフルコメディ

監督：ナタリー・ジョンズ/出演：マックス・リヒター、ユリア・マール
2019/イギリス/99分/アット エンタテインメント

眠っている間に聞くために作られた、全く新しいコンサ
ート「SLEEP」。その全貌を、企画・作曲・演奏を手掛けた音
楽家の素顔とともに追いかけるドキュメンタリー。

max-sleep.com ©2018 Deutsche Grammophon 
GmbH, Berlin All Rights ReservedSLEEP  マックス・リヒターからの招待状4/16(金)～

8時間以上におよぶ“眠り”のためのコンサート

監督：クリスティアン・ペッツォルト/出演：パウラ・ベーア、フランツ・ロ
ゴフスキ/2020/ドイツ、フランス/90分/彩プロ

博物館で働くウンディーネは潜水作業員のクリストフと惹か
れあうが、彼女には逃れられない宿命があった…。“水の精”神
話をモチーフに描かれる、ミステリアスなラブストーリー。

水を抱く女4/16(金)～

ベルリン国際映画祭銀熊賞受賞!!

undine.ayapro.ne.jp ©SCHRAMM FILM / LES FILMS DU 
LOSANGE / ZDF / ARTE / ARTE France Cinéma 2020

監督：アリス・ウィンクール/出演：エヴァ・グリーン、マット・ディロン
2019/フランス/107分/ツイン

宇宙飛行士でひとり親のサラは、ミッションのクルーに
選ばれるが、旅立てば約1年もの間、娘のテスラと離れ離
れになる。訓練の合間に娘は母とある約束をする。

約束の宇宙4/16(金)～

エヴァ・グリーン×マット・ディロン、音楽：坂本龍一

yakusokunosora.com
©Carole BETHUEL ©DHARAMSALA & DARIUS FILMS

そ ら

監督：大島渚/出演：デヴィッド・ボウイ、坂本龍一、ビートたけし
1983/日本 他/123分/アンプラグド

D･ボウイ、坂本龍一ら異色のキャストが共演し、国内外で高
い評価を得た名作をリバイバル上映。俘虜収容所を舞台に、戦
闘を一切描かずに戦争の闇を容赦なくあぶり出す。

oshima2021.com
©大島渚プロダクション戦場のメリークリスマス 4K修復版4/23(金)～

大島渚監督の伝説的名作、最後の大規模ロードショー

監督：D.W.ヤング
2019/アメリカ/99分/ムヴィオラ、ミモザフィルムズ

社会のデジタル化が進む中で、書店と本を愛する人々を追う
ドキュメンタリー。業界で名の知れたブックディーラー、書店
主、コレクターなど本に関わるユニークな人物を映し出す。

ブックセラーズ4/23(金)～

世界最大規模のNY ブックフェアの裏側に迫る

moviola.jp/booksellers
©Copyright 2019 Blackletter Films LLC All Rights Reserved

幼い顔立ちの3名の女優が「12歳・女子」という設定で、
SNSで「友達募集」をすると…。SNSでの児童への性的搾
取の実態をありのままに映したキュメンタリー。
監督：バーラ・ハルポヴァー、ヴィート・クルサーク/出演：テレザ・チェジュ
カー/2020/チェコ/104分/R15+/ハーク

S N S -少女たちの10日間4/23(金)～

犯罪の証拠としてチェコ警察を動かした大問題作

hark3.com/sns-10days ©2020 Hypermarket Film, Czech Television, Peter 
Kerekes, Radio and Television of Slovakia, Helium Film All Rights Reserved.

ライドシェアドライバーの暴走“ライブ配信”!!GoProやス
マートフォン撮影を駆使したライブ感あふれる映像で、
SNSの恐怖と不条理を描くジェットコースタースリラー。
監督：ユージーン・コトリャレンコ/出演：ジョー・キーリー、サシーア・ザ
メイタ/2020/アメリカ/93分/OSOREZONE

スプリー4/23(金)～

炎上上等！サイコな運転手による恐怖の暴走配信劇

synca.jp/spree  
©2020 Spree Film Holdings, LLC. All Rights Reserved.

監督：大島渚/出演：松田英子、藤竜也、中島葵、松井康子
1976/日本、フランス/108分/R18+/アンプラグド

「阿部定事件」をもとに、危険な性戯に溺れていく男女の激
しい愛憎を描いた、大島渚最大の問題作。大島作品が国立機
関に収蔵されるため、ロードジョーは最後の機会となる。

愛のコリーダ  修復版4/30(金)～

アートかエロスか？裁判にまで発展した究極の性愛

oshima2021.com
©大島渚プロダクション

初期ブラック・メタル・シーンの中核的な存在だったバンド
「メイヘム」。自殺、放火、暴動、果ては殺人事件まで引き起こ
した彼らの、邪悪ながらも切なく痛々しい青春を描く。
監督：ジョナス・アカーランド/出演：ロリー・カルキン、エモリー・コーエン
2018/イギリス他/117分/R18+/SPACE SHOWER FILMS、AMGエンタテインメント

ロード・オブ・カオス4/2(金)～

ブラック・メタル黎明期のスキャンダラスな実話

lordsofchaos.jp
©2018 Fox Vice Films Holdings, LLC and VICE Media LLC

満たされない日々を送る真知子は、SNSの裏アカウントで
出会った男性“ゆーと”に惹かれるが…。現代人が抱える葛藤
や欲望を赤裸々に描いたセンセーショナルな人間ドラマ。
監督：加藤卓哉/出演：瀧内公美、神尾楓珠、市川知宏
2020/日本/101分/R15+/アークエンタテインメント

裏アカ4/2(金)～

『火口のふたり』の瀧内公美主演作

uraaka.jp
©2020映画「裏アカ」製作委員会

監督：池田暁/出演：前原滉、今野浩喜、竹中直人、石橋蓮司
2020/日本/105分/ビターズ・エンド

川向こうの町と毎日規則正しく戦争をする津平町の兵隊・
露木は、ある日突然、音楽隊への異動を言い渡される。そん
な中、向こう岸から聞こえる音楽に心惹かれていき…。

bitters.co.jp/kimabon ©2020「きまじめ楽
隊のぼんやり戦争」フィルムプロジェクトきまじめ楽隊のぼんやり戦争4/2(金)～

直筆コメントをいただきました! →裏面

世界が認める新たな才能！池田暁監督初の劇場公開作

監督：ジェリー・ロスウェル
2020/イギリス/82分/KADOKAWA

自閉症を抱える作家・東田直樹が13歳の時に執筆し、世界
的ベストセラーになったエッセイを映画化。誰も見たこ
とのない、驚きと感動の“体感”ドキュメンタリー。

僕が跳びはねる理由4/2(金)～

“普通”とは何か？自閉症者が見つめる世界を映し出す

movies.kadokawa.co.jp/bokutobi ©2020 The Reason I Jump 
Limited, Vulcan Productions, Inc., The British Film Institute

監督：井上昌典/出演：栗山千明、平岡祐太、大久保麻梨子、木村祐一
2020/日本/108分/ニチホランド

石川県金沢市の伝統野菜「加賀れんこん」をテーマにした
心温まる人間ドラマ。　後継者不在に悩む農業の現実に
触れながら、農業に関わる人々の心の交流を映し出す。

種まく旅人～華蓮のかがやき～4/2(金)～

農業の魅力を描く「種まく旅人」シリーズ第4弾

tanemaku-tabibito.jp
©2020 KSCエンターテイメント

ハスハス

監督：フランシス・リー/出演：ケイト・ウィンスレット、シアーシャ・ローナン
2020/イギリス/118分/R15+/ギャガ

人間嫌いで世界との繋がりを経ち暮らす古生物学者のメアリ
ーと美しく可憐で奔放なシャーロット。自分と正反対のシャ
ーロットに苛立ち突き放すも、惹かれる気持ちもあり…。

アンモナイトの目覚め4/9(金)～

ケイト・ウィンスレット、シアーシャ・ローナン共演

gaga.ne.jp/ammonite ©2020 The British Film Institute, 
British Broadcasting Corporation and Fossil Films Limited

監督：𠮷田恵輔/出演：松山ケンイチ、木村文乃、柄本時生、 東出昌大
2021/日本/107分/ファントム・フィルム

誰よりもボクシングを愛する瓜田は、どれだけ努力しても
負け続き。後輩で日本チャンピオン目前の小川に憧れと嫉
妬を抱きながら、ひたむきに夢に挑戦し続けるが…。

B L U E /ブルー4/9(金)～

『ヒメアノ～ル』の𠮷田恵輔監督が描く熱い青春物語

直筆コメントをいただきました! →裏面

phantom-film.com/blue
©2021｢BLUE/ブルー｣製作委員会

監督：リー・アイザック・チョン/出演：スティーヴン・ユァン、ハン・イェリ
2020/アメリカ/116分/ギャガ

農業での成功を夢見て、韓国からアメリカにやって来た移民
家族に、様々な困難と予想もしない事件が降りかかる…。世界
の映画祭を席巻した、新たなる家族映画のマスターピース！

ミナリ3/19(金)～

アカデミー賞®最有力！A24×PLAN B最新作

gaga.ne.jp/minari
©2020 A24 DISTRIBUTION, LLC All Rights Reserved.

母の死を悲しみもせず、その直後に理由無く殺人を犯した
ムルソーは法廷で死刑を宣告されるが…。不条理文学の代
表作であるカミュの同名小説をヴィスコンティが映画化。
監督：ルキノ・ヴィスコンティ/出演：マルチェロ・マストロヤンニ、アンナ
・カリーナ/1967/イタリア、フランス/104分/ジェットリンク

異邦人  デジタル復元版3/19(金)～

ルキノ・ヴィスコンティ、幻の1本をリバイバル上映

ihoujin-movie.jp
©Films Sans Frontieres

とある中学校の「2年6組」35人に密着し、ひとりひとりの
物語を紐解くドキュメンタリー。まだ子供か大人かも曖昧
な彼らが、何に傷つき、悩み、何を夢見るのかを映し出す。
監督：竹林亮/ナレーション：YOU
2021/日本/120分/パルコ

1 4歳の栞3/19(金)～

主題歌にクリープハイプの人気楽曲「栞」を起用

14-shiori.com
©CHOCOLATE Inc.

空港建設のため立ち退くことになった、イラン南部の刑務
所。しかし囚人たちを移送する任務を負う所長のヤヘド少
佐のもとに、1人の死刑囚が行方不明との報告が届き…。
監督：ニマ・ジャウィディ/出演：ナヴィッド・モハマドザデー
2019/イラン/90分/オンリー・ハーツ

just6.5andwarden.onlyhearts.co.jp
©Iranian Independentsウォーデン 消えた死刑囚3/19(金)～3/25(木)

世界の映画祭で絶賛！イラン発の監獄サスペンス

エジソンとの電流戦争に華麗なる勝利をおさめたニコラ・
テスラ。富と名声を得て「無線」の実現に挑戦するが、研究
一筋の彼は実業界や社交界と不協和音を立て始める…。
監督：マイケル・アルメレイダ/出演：イーサン・ホーク、カイル・マクラクラン
2020/アメリカ/103分/ショウゲート

テスラ エジソンが恐れた天才3/26(金)～

孤高の天才発明家をイーサン・ホークが怪演

cinerack.jp/tesla
©Nikola Productions, Inc. 2020

滅亡に向かう地球を舞台にした、壮大なSFストップモーシ
ョン・アニメーション。監督の堀貴秀が独学で4年かけて完
成させた短編作品をもとに、長編バージョンを劇場公開。
監督・原案・キャラクターデザイン・編集・撮影・照明・音楽：堀貴秀
2021/日本/110分/ギャガ

J U N K  H E A D3/26(金)～

ギレルモ・デル・トロ絶賛！驚異のコマ撮りアニメ

©2021 MAGNET/YAMIKEN
ジ ャ ン ク ・ ヘ ッ ド

監督：佐古忠彦/語り：山根基世、津嘉山正種、佐々木蔵之介
2021/日本/118分/アーク・フィルムズ

戦中最後の沖縄県知事となった島田叡の生涯と沖縄戦の全
貌に迫るドキュメンタリー。玉砕こそが美徳とされた時代
に1人でも多くの命を救おうと力を尽くした官吏の記録。

ikiro.arc-films.co.jp
©2021 映画「生きろ　島田叡」製作委員会生きろ 島田叡－戦中最後の沖縄県知事3/20(土)～

『米軍が最も恐れた男 その名は、カメジロー』監督最新作

あきら

監督：クロエ・ジャオ/出演：フランシス・マクドーマンド、デヴィッド・ス
トラザーン/2020/アメリカ/108分/ウォルト・ディズニー・ジャパン

長年の住処を失ったファーンの選択は、思い出を詰め込んだ愛
車で生活しながら、過酷な季節労働を渡り歩くことだった…。
西部の大自然を舞台に、希望を探し求めるロードムービー。

ノマドランド3/26(金)～

『スリー・ビルボード』オスカー受賞F･マクドーマンド主演

searchlightpictures.jp/movie/nomadland
©2020 20th Century Studios. All rights reserved.

監督：ニル・ベルグマン/出演：シャイ・アヴィヴィ、ノアム・インベル
2020/イスラエル、イタリア/94分/PG12/ロングライド

自閉症スペクトラムを抱える息子を全力で守る父と、父の愛を
受けとめて心優しい青年に成長した息子。全寮制の施設へ入所
するはずだった息子を連れて、2人きりの逃避行が始まる。

旅立つ息子へ3/26(金)～

イスラエル・アカデミー賞で主要賞を総ナメ！

longride.jp/musukoe
©2020 Spiro Films LTD.

監督：竹中直人、山田孝之、齊藤工/出演：吉岡里帆、鈴木福、松田龍平、國村隼
2020/日本/113分/イオンエンターテイメント

蒲郡出身の漫画家・大橋裕之の「ゾッキA」「ゾッキB」を、竹中
直人・山田孝之・齊藤工が監督を務め映画化。ありふれた日
常に巻き起こる、ちょっと不思議なヒューマンコメディ。

ゾッキ3/26(金)～

蒲郡を舞台に、豪華監督×キャストが集結！

直筆コメントをいただきました! →裏面

zokki.jp
© 2020「ゾッキ」製作委員会 ©Hiroyuki Ohashi / KANZEN 2017

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：KENTARO/出演：柳楽優弥、アムラ・バルジンヤム、麿赤兒
2020/日本、モンゴル他/95分/マジックアワー、マグネタイズ

裕福な家庭に育ち、自堕落な暮らしを送るタケシ。ひょんなこ
とから生き別れとなった祖父の娘をモンゴルで探すことにな
った彼は、現地の馬泥棒の青年アムラを相棒に旅に出る。

ターコイズの空の下で3/12(金)～

柳楽優弥主演！モンゴルを舞台にしたロードムービー

undertheturquoisesky.com ©TURQUOISE SKY FILM 
PARTNERS / IFI PRODUCTION / KTRFILMS

監督：チェ・ユンテ/出演：イ・ジュヨン、イ・ジュニョク
2019/韓国/105分/ロングライド

〈天才野球少女〉と称えられてきたチュ・スインは〈女子〉と
いうだけでプロテストを受けられず、周りからも現実を見
ろと忠告される。それでも自分を信じて進んでいくが…。

野球少女3/5(金)～

「梨泰院クラス」で大ブレイクのイ・ジュヨン主演

longride.jp/baseballgirl
©2019 KOREAN FILM COUNCIL. ALL RIGHTS RESERVED

監督：イリヤ・フルジャノフスキー/出演：ナターリヤ・ベレジナヤ、オリガ
・シカバルニャ/2020/ドイツ他/139分/R18+/トランスフォーマー

1万2千平米のセット、主演400人、エキストラ1万人、制作
年数15年…。「ソ連全体主義」社会を現代に蘇らせ、前代未
聞の手法で人間の本質に迫る狂気のプロジェクト！

DAU .  ナターシャ3/12(金)～

ソ連全体主義を完全再現!?ベルリン映画祭銀熊賞受賞作

transformer.co.jp/m/dau
©PHENOMEN FILMS

ダ ウダ ウ
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逃亡した凶悪犯罪者たちを捕まえるために結成されたのは、
収監中の服役囚による最凶チーム!?マ・ドンソクが拳で悪党
をぶちのめすクライム・アクション・エンタテインメント！
監督：ソン・ヨンホ/出演：マ・ドンソク、キム・サンジュン
2019/韓国/115分/エスピーオー

ザ・バッド・ガイズ4/9(金)～

韓国映画界最強の男、マ・ドンソク主演作

thebadguys.jp　©2019 CJ ENM CORPORATION, 
BIDANGIL PICTURES, ALL RIGHTS RESERVED

17歳のユージンは、ある夜、納屋で大ケガを負った女性アリ
ソンに出くわす。アリソンが逃亡中の銀行強盗犯であると気
付きながら激しく惹かれるユージンは、彼女を匿うが…。
監督：マイルズ・ジョリス=ペイラフィット/出演：フィン・コール、マーゴ
ット・ロビー/2019/アメリカ/101分/PG12/ハピネット

ドリームランド4/9(金)～

M・ロビーが美しき指名手配犯に扮するラブ・サスペンス


