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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。
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120万部突破”今一番泣ける恋愛漫画”実写映画化『植物図
鑑』の三木康一郎監督が描く純愛ラブストーリー。学校一
人気者と恋に落ちた莉乃は難病のALSを発症し…。
監督：三木康一郎/出演：白濱亜嵐、平祐奈、優希美青
2020/日本/112分/ポニーキャニオン

1 0万分の111/27(金)～

白濱亜嵐･平祐奈W主演で人気少女コミックを実写映画化

100000-1.com
©宮坂香帆・小学館／2020映画「10万分の1」製作委員会

家をリフォームして事務所にするべく断捨離を始めたデ
ザイナーのジーン。家族、友人、元カレを巻き込みながら部
屋が片付いていくのと反比例して、心は千々に乱れて…。
監督：ナワポン・タムロンラタナリット/出演：チュティモン・ジョンジャルーンスックジン
2019/タイ/113分/ザジフィルムズ、マクザム

ハッピー・オールド・イヤー12/11(金)～

『バッド・ジーニアス 危険な天才たち』主演女優最新作！

zaziefilms.com/happyoldyear
©2019 GDH 559 Co., Ltd.

世界最大の動画配信サービスへと成長を遂げただけでな
く、製作面でもハリウッドを質量ともに凌駕するNETFLIX。
その怒涛の快進撃に迫る禁断の暴露ドキュメンタリー。
監督：ショーン・コーセン/出演：マーク・ランドルフ、ミッチ・ロウ
2020/アメリカ/104分/TOCANA

N E T F L I X  世界征服の野望12/11(金)～

映画館でしか観られない!?NETFLIXの真実と秘密

netflix-seifuku.com
©NotApollo13,LLC.

前ウルグアイ大統領のホセ・ムヒカを、日本人ディレクタ
ーが3年間追ったドキュメンタリー。収入の大半を寄付し
て、農場で質素に暮らす彼が人々に伝えたこととは…？
監督：田部井一真 / 出演：ホセ・ムヒカ、ルシア・トポランスキー
2020/ 日本 /98 分 /KADOKAWA

ムヒカ 世界でいちばん貧しい大統領から日本人へ10/30(金)～

伝説のスピーチで注目を浴びた大統領に迫る

jose-mujica.com ©2020「ムヒカ 世界でい
ちばん貧しい大統領から日本人へ」製作委員会

画家のマリアンヌは、望まぬ結婚を控える貴族の娘・エロイー
ズの肖像画を頼まれる。キャンバスを挟んで見つめ合う内に2
人は恋に落ちるが、肖像画の完成は別れを意味していた…。
監督：セリーヌ・シアマ/出演：アデル・エネル、ノエミ・メルラン
2019/フランス/122分/PG12/ギャガ

燃ゆる女の肖像12/4(金)～

カンヌ国際映画祭脚本賞＆クィア･パルム賞受賞!!

gaga.ne.jp/portrait
©Lilies Films.

すべての家財道具を倉庫に預け、所持金ゼロの状態から1
日1つずつ必要なモノを取り戻す!!2人の男の仰天勝負を
描いた究極のシンプルライフ・エンターテイメント。
監督：フロリアン・ダーヴィト・フィッツ/出演：フロリアン・ダーヴィト・フィッツ、マティア
ス・シュヴァイクホファー/2018/ドイツ/115分/PG12/トランスフォーマー、フラッグ

100日間のシンプルライフ12/4(金)～

目覚めたら所持品ゼロ!!実話に基づくトンデモ勝負

100simplelife.jp © 2018 Pantaleon Films GmbH / Erfttal Film & Fernsehproduktion 
GmbH & Co. KG / WS Filmproduktion / Warner Bros. Entertainment GmbH

NYの古びた料理店に、2人の子供を連れて夫から逃げてき
たクララ。居場所の無い彼女に、店に集う孤独な人々が手を
差し伸べ…。見知らぬ人々の優しさに出会う希望の物語。
監督：ロネ・シェルフィグ/出演：ゾーイ・カザン、アンドレア・ライズボロー
2019/デンマーク他/115分/セテラ・インターナショナル

ニューヨーク 親切なロシア料理店12/11(金)～

『17歳の肖像』監督×主演ゾーイ・カザン

cetera.co.jp/NY ©2019 CREATIVE ALLIANCE 
LIVS/RTR 2016 ONTARIO INC. All rights reserved

妻のガンスンに支えられて生活する売れない詩人のテッキ
は、孤独を抱える青年セユンと出会い、心を通わせていくが
…。無垢な詩人が知る社会の影と、切ない三角関係を描く。
監督：キム・ヤンヒ/出演：ヤン・イクチュン、チョン・ヘジン
2017/韓国/110分/PG12/エスパース・サロウ

詩人の恋12/11(金)～

『息もできない』『あゝ、荒野』のヤン・イクチュン主演作

shijin.espace-sarou.com
©2017 CJ CGV Co., Ltd., JIN PICTURES, MIIN PICTURES All Rights Reserved

伝説の歌姫グレースの下っ端アシスタント、マギーは音楽プ
ロデューサーになる夢を抱えている。一方、グレースもアー
ティストとして新曲制作への願いを捨てきれずにいた…。
監督：ニーシャ・ガナトラ/出演：ダコタ・ジョンソン、トレイシー・エリス・ロス
2020/アメリカ、イギリス/114分/東宝東和

ネクスト･ドリーム ふたりで叶える夢12/11(金)～

ハリウッド音楽業界で繰り広げられるサクセスストーリー

universalpictures.jp/micro/next-dream
©2020 Focus Features, LLC. All Rights Reserved

プロ棋士の夢を諦めた英一は、ふとしたことでコンピュータ将
棋に出会う。最強将棋ソフト開発者としてかつてのライバルと
の電王戦に挑むが…。実際の対局から生まれた青春物語！
監督：山田篤宏/出演：吉沢亮、若葉竜也、落合モトキ、寛一郎
2019/日本/119分/キノフィルムズ

AWAK E  アウェイク12/25(金)～

コンピュータ将棋ソフト開発者が天才棋士に挑む!!

awake-film.com
©2019『AWAKE』フィルムパートナーズ

多くのファンを魅了してきたラッパー、般若の長編ドキュメ
ンタリー。音楽との出会い、自殺をも考えた壮絶な過去、今ま
で語られることの無かった父への想いを赤裸々に語る。
監督：岡島龍介/出演：般若、Zeebra、t-Ace、R-指定、T-Pablow
2020/日本/REGENTS

その男、東京につき12/25(金)～

孤高のMC〈般若〉初の長編ドキュメンタリー

hannyamovie.jp
©2020 A+E Networks Japan G.K. All Rights Reserved

監督テレンス・マリック×撮影エマニュエル・ルベツキ×豪華
俳優陣・ミュージシャン。音楽の街オースティンで男女4人の
愛と裏切りが交差する、破滅的でエモーショナルな感動作。
監督：テレンス・マリック/出演：ルーニー・マーラ、ライアン・ゴズリング
2017/アメリカ/128分/PG12/AMGエンタテインメント

ソング・トゥ・ソング12/25(金)～

ルーニー・マーラ、ライアン・ゴズリングら豪華俳優陣が共演

songtosong.jp
©2017 Buckeye Pictures, LLC

ケニアの小さな村で助産師として暮らすプリシラ・ステナ
イ。皆から“ゴゴ(おばあちゃん)”と慕われる彼女が、6人の
ひ孫娘たちと共に小学校に入学し、卒業試験に挑戦する。
監督：パスカル・プリッソン
2019/フランス/84分/キノフィルムズ

ゴ ゴ
gogo-movie.jp

©Ladybirds CinemaGOGO  9 4歳の小学生12/25(金)～

世界最高齢小学生の奮闘記から見えるケニアの現在とは？

『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

人間の深遠なる“心”の領域を探求した吉野朔実の原作漫
画を、黒澤清に師事する気鋭監督・池田千尋が映画化。失わ
れた記憶を取り戻す少女の旅路を描く心理サスペンス。
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

シティ・ポップの総本山であるレコーディングスタジオ・音響
ハウスにスポットを当てたドキュメンタリー。名だたるアーテ
ィストが音響ハウスへの思い入れや楽曲の誕生秘話を語る。
監督：相原裕美/出演：高橋幸宏、坂本龍一、矢野顕子、佐野元春
2019/日本/99分/映倫/太秦

音響ハウス Me l o d y - G o - R o u n d12/18(金)～

名曲を生むレコーディングスタジオの秘密に迫る

onkiohaus-movie.jp
©2019 株式会社 音響ハウス

40年連れ添った夫を亡くしたダイアンは、友人4人で結成し
たブッククラブで官能小説に感化され…。自立した人生を
謳歌してきた女性達の「恋と悩みと友情」を痛快に描く。
監督：ビル・ホルダーマン/出演：ダイアン・キートン、ジェーン・フォンダ
2018/アメリカ/104分/キノフィルムズ

また、あなたとブッククラブで12/18(金)～

オスカー、GG賞受賞の名女優4人が夢の初共演！

bookclub-movie.jp ©2018 BOOKCLUB 
FOR CATS, LLC ALL RIGHTS RESERVED

イスラエルに移住したスター吹替声優の夫婦。しかし、仕事
にありつけない2人が始めたのは声を使った闇仕事で…!?人
生の可能性の輝きをコミカルかつドラマティックに描く。
監督：エフゲニー・ルーマン/出演：ウラジミール・フリードマン、マリア・ベルキン
2019/イスラエル/88分/ロングライド

声優夫婦の甘くない生活12/18(金)～

フェリーニはじめ、往年の名画への愛が詰まった感動作

longride.jp/seiyu-fufu

平和的に行われるはずのベトナム戦争の抗議デモが、警
察との激しい衝突に発展。その責任を問われ逮捕・起訴さ
れた7人は、米国史上最も理不尽な裁判に立たされる…。
監督：アーロン・ソーキン / 出演：サシャ・バロン・コーエン、エディ・レッドメイン
2020/ アメリカ /130 分 /NETFLIX

セブン
シカゴ7裁判11/20(金)～

オスカー受賞脚本家アーロン・ソーキン監督作

美代は明るく陽気な中学2年の女の子。ある日、夏祭りで猫
に変身できる不思議なお面をもらって以来、猫の太郎とし
て想いを寄せる同級生の日之出の家に通い出すが…？
監督：佐藤順一、柴山智隆 / 出演：志田未来、花江夏樹、山寺宏一
2020/ 日本 /104 分 / 東宝映像事業部

nakineko-movie.com
©2020 「泣きたい私は猫をかぶる」製作委員会泣きたい私は猫をかぶる11/20(金)～12/3(木)

『ペンギン・ハイウェイ』のスタジオコロリド最新作

鳴かず飛ばずの日々を送る俳優志望の悠二。彼はある日、
高校時代に圧倒的な存在感を放ち、ある出来事をきっか
けに仲違いしていた同級生・佐々木を思い出す。
監督：内山拓也 / 出演：藤原季節、細川岳、萩原みのり、遊屋慎太郎
2020/ 日本 /119 分 / パルコ

sasaki-in-my-mind.com
©「佐々木、イン、マイマイン」佐々木、イン、マイマイン11/27(金)～

King GnuのMVで知られる新鋭、内山拓也監督作

長年住んだ豪邸を手放すことになった笹谷家。娘・あかねの
「パーティをしましょう。誰でも来て下さい」というツイート
で続々と招かれざる客が殺到!!笹谷邸は狂喜乱舞状態に!?
監督：山本政志 / 出演：南果歩、いとうせいこう、田本清嵐、小川未祐
2020/ 日本 /95 分 /R15+/TOCANA

no-ten.com
©2020 Continental Circus Pictures脳天パラダイス11/27(金)～

現実？幻覚？脳天直下のトランス映画爆誕！

手塚治虫が様々なタブーを描いた禁断の問題作を、実子の手
塚眞が映画化。異常性欲に悩まされる小説家の美倉は、アル
コールに溺れる謎のフーテン女・ばるぼらと出会うが…。
監督：手塚眞 / 出演：稲垣吾郎、二階堂ふみ、清川渋彦、石橋静河
2019/ 日本、ドイツ他 /100 分 /R15+/ イオンエンターテイメント

barbara-themovie.com
©2019「ばるぼら」製作委員会ばるぼら11/20(金)～

手塚治虫の問題作を稲垣吾郎×二階堂ふみW主演で映画化

厚生労働省で働く鷹野は、非正規雇用が原因で自死したとさ
れる人の中で、同い年である25歳の青年に関心を抱き…。現
代の若者が不安や葛藤を抱えながら生きる姿を描き出す。
監督：大庭功睦 / 出演：水川あさみ、浅香航大、寄川歌太、木下渓
2020/ 日本 /120 分 /PG12/KADOKAWA

kassouro-movie.jp
©2020 「滑走路」製作委員会滑走路11/20(金)～

夭折の歌人・萩原慎一郎の遺作となった歌集を映画化

ヴェネチア国際映画祭銀獅子賞を受賞した、鬼才ロイ・アン
ダーソン監督5年ぶりの最新作。時代も年齢も異なる人々が
織りなす悲喜劇を、ワンシーンワンカットで映し出す。
監督：ロイ・アンダーソン/出演：マッティン・サーネル、タティアーナ・デローナイ
2019/ スウェーデン他 /76 分 / ビターズ・エンド

bitters.co.jp/homosapi
©Studio 24ホモ・サピエンスの涙11/27(金)～

『さよなら、人類』のロイ・アンダーソン監督、最新作！

イスラエル系の母とパレスチナ系の父を持つエイブは、文化や
宗教の違いで対立する家族に悩んでいた。世界の味を掛け合わ
せるフュージョン料理で、家族を一つにしようするが…？
監督：フェルナンド・グロスタイン・アンドラーデ/出演：ノア・シュナップ、セウ・ジョルジ
2019/アメリカ、ブラジル/85分/PG12/ポニーキャニオン

abe-movie.jp
©2019 Spray Films S.A.

裏面にエイブのッキッチンストーリー × フードトラックコラボイベント開催情報 掲載 ! ▼

エイブのキッチンストーリー11/27(金)～

「ストレンジャー・シングス」のノア・シュナップ主演作

誘拐や監禁事件の人質が犯人に共感や好意を抱く現象、「ス
トックホルム症候群」。その語源である、スウェーデン史上
最も有名な銀行強盗を映画化したクライム・スリラー。
監督：ロバート・バドロー / 出演：イーサン・ホーク、ノオミ・ラパス
2018/ カナダ、スウェーデン /92 分 / トランスフォーマー

transformer.co.jp/m/stockholmcase
©2018 Bankdrama Film Ltd. & Chimney Group. All rights reserved.ストックホルム・ケース11/6(金)～

『ブルーに生まれついて』監督×イーサン・ホークが再タッグ

13歳のマックスは家族や友人たちとの日々をビデオカメ
ラで記録し始める…。25年間撮り続けたホームビデオの
映像をつなぐ手法で、一人の青年の成長を描く。
監督：アントニー・マルシアーノ / 出演：マックス・ブーブリル、アリス・イザーズ
2018/ フランス /108 分 /PG12/ シンカ

P L A Y  2 5年分のラストシーン11/6(金)～

90年代のヒットソングが彩る、25年分のホームビデオ

synca.jp/play ©2018 CHAPTER 2 - MOONSHAKER II - MARS FILMS - FRANCE 2 CINÉMA 
- CHEZ WAM - LES PRODUCTIONS DU CHAMP POIRIER/ PHOTOS THIBALUT GRABHERR

19世紀の華やかなパリ。崖っぷちの劇作家と舞台人たち
が作り上げた物語が、100年以上も愛され続ける名作に！
戯曲「シラノ・ド・ベルジュラック」生まれるまでを描く。
監督：アレクシス・ミシャリク / 出演：トマ・ソリヴェレ、オリヴィエ・グルメ
2018/ フランス /112 分 / キノフィルムズ、東京テアトル

シラノ･ド･ベルジュラックに会いたい！11/13(金)～

ベル・エポック時代を象徴する名高い戯曲の誕生秘話

cyranoniaitai.com ©LEGENDE FILMS - EZRA - GAUMONT - FRANCE 2 CINEMA - 
EZRA - NEXUS FACTORY - UMEDIA, ROSEMONDE FILMS - C2M PRODUCTIONS

現代アメリカ文学の寵児、早熟の天才作家トルーマン・カ
ポーティの"真実“を暴くドキュメンタリー。未完の問題作

「叶えられた祈り」執筆の裏側が解き明かされる。
監督：イーブス・バーノー / 出演：トルーマン・カポーティ、ケイト・ハリントン
2019/ アメリカ、イギリス /98 分 / ミモザフィルムズ

capotetapes-movie.com
©2019, Hatch House Media Ltd.トルーマン･カポーティ 真実のテープ11/6(金)～

「ティファニーで朝食を」「冷血」作者の“未完の遺作”に迫る

境川部屋と髙田川部屋の2つの稽古場に密着し、相撲の魅力
を様々な角度から紐解くドキュメンタリー。想像を絶する稽
古や親方・仲間との絆、本場所での熱き闘いを追いかける。
監督：坂田栄治 / 出演：境川部屋、髙田川部屋
2020/ 日本 /104 分 / ライブ・ビューイング・ジャパン

sumodo-movie.jp
©2020「相撲道～サムライを継ぐ者たち～」製作委員会相撲道  -サムライを継ぐ者たち-11/6(金)～

世界初の大相撲ドキュメンタリー

舞台は北海道、釧路湿原を望む高台のラブホテル。家業を
継ぐことになった一人娘・雅代の目線から、「非日常」を求
めてホテルに訪れる人々の様々な人間模様を描く。
監督：武正晴 / 出演：波瑠、松山ケンイチ、余貴美子、安田顕
2020/ 日本 /104 分 /PG12/ ファントム・フィルム

phantom-film.com/hotelroyal
©桜木紫乃/集英社 ©2020映画「ホテルローヤル」製作委員会ホテルローヤル11/13(金)～

裏面に武正晴監督 直筆メッセージ掲載 ! ▼

桜木紫乃の直木賞受賞作を、武正晴監督が映画化

全世界シリーズ累計発行部数600万部の大人気ライトノ
ベル「デート・ア・ライブ」。その中でも異色の存在感を誇
る時崎狂三のスピンオフ作品が新作アニメ化。
監督：中川淳 / 出演：真田アサミ、大西沙織、本渡楓
2020/ 日本 /KADOKAWA

デート･ア･バレット ナイトメア・オア・クイーン11/13(金)～

大人気ライトノベルの新作アニメ化

date-a-bullet.com ©2020 東出祐一郎・橘公司・NOCO
／KADOKAWA／「デート・ア・バレット」製作委員会

人型兵器“ファフナー”に乗りこみ、未知の生命体と戦う少
年少女を描く「蒼穹のファフナー」シリーズの最新作。3話
同時に劇場で先行公開。
監督：能戸隆 / 出演：喜安浩平、石井真、松本まりか
2020/ 日本 /82 分 / ムービック

蒼穹のファフナー THE BEYOND 第七～九話11/13(金)～

15周年を迎えるアニメシリーズを劇場で

fafner-beyond.jp ©XEBEC・FAFNER BEYOND PROJECT 
©KING RECORD CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

2020.10.24 発行

夢破れた崖っぷちのかませ犬、暗い過去を持つ若き天才、
半人前の芸人ボクサー。人生に見放された三匹の負け犬
たちが再起という名のリングに立つ!!
監督：武正晴 / 出演：森山未來、北村匠海、勝地涼
2020 年 / 日本 / 前編 131 分・後編 145 分 /R15+/ 東映ビデオ

underdog-movie.jp
©2020「アンダードッグ」製作委員会　　　　　アンダードッグ11/27(金)～

武正晴監督『百円の恋』チームが6年ぶりの再集結！

※前編・後編 同日公開

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/123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


