カカクコムグループニュース

2022 年 10 月 11 日

エイガ・ドット・コム、「シネマ映画.com」×「JAIHO」コラボレーションを企画
「『RRR』公開記念 JAIHO インド映画フェスティバル in シネマ映画.com」を開催！
カカクコムグループである株式会社エイガ・ドット・コム（本社：東京都千代田区

代表取締役社長：

駒井尚文）運営の総合映画情報サイト「映画.com（https://eiga.com/）」が手がける、映画のオンライ
ン配信サービス「シネマ映画.com」は、映画配信サービス「JAIHO(ジャイホー)」
（本社：東京都渋谷区
代表：加畑圭造）とコラボレーションし、今後継続的に映画祭や特集企画を開催していきます。
まずは「『RRR』公開記念 JAIHO インド映画フェスティバル in シネマ映画.com」を、2022 年 10 月
14 日(金)から 10 月 30 日(日)まで開催します。

シネマ映画.com、JAIHO とのコラボレーション企画について
シネマ映画.com（https://cinema.eiga.com/）と JAIHO(https://www.jaiho.jp/)は、今後継続的に
映画祭や特集企画を共同で組み、映画作品などをオンライン配信していきます。日本ではまだ知られてい
ない世界中の作品を探し出し独占・日本初配信する JAIHO とのコラボレーションにより、シネマ映
画.com でご覧いただける作品をさらに増やし、
充実したサービスをご提供できるよう努めてまいります。
■今後の開催について
今後も、シネマ映画.com と JAIHO が選んだ作品を集めたコラボレーションによる映画祭や特集企画
をシネマ映画.com にて配信予定。日本初公開作品や独占先行配信作品なども含まれ、各開催期間は 14
日～20 日間程度を予定しています。
今年 12 月には「JAIHO セレクション vol.1」を実施予定。俳優・プロレスラーとして活躍するデヴィ

ッド・アークエットのドキュメンタリー「デヴィッド・アークエットは殺せない！」、サウジアラビアの
ジャーナリスト、ジャマル・カショギ暗殺事件の真相に迫った「ジャマル・カショギ殺害事件 真犯人は
逮捕されない」など日本初公開作品を独占先行配信します。
映画祭や特集企画の詳細は、映画.com やシネマ映画.com 内にてお知らせします。

「『RRR』公開記念 JAIHO インド映画フェスティバル in シネマ映画.com」について
日本でも人気を博した映画「バーフバリ」の S.S.ラージャマウリ監督の新作映画「RRR」が 10 月 21
日(金)に公開になることを記念して、シネマ映画.com と JAIHO が選んだインド映画 10 作品を、シネマ
映画.com にてオンライン配信します。
また今回のインド映画フェスティバル開催に際し、S.S.ラージャマウリ監督から動画コメントをいただ
きました。
動画 URL：https://www.youtube.com/watch?v=O3ArFg-IMsM
公開期間：2022 年 10 月 11 日（火）～10 月 30 日（日）
＜作品紹介＞
■「バーフバリ 伝説誕生＜完全版＞」(2015 年)
当時のインド歴代興行収入 No.1 をはじめ全世界で大ヒットを
記録、インド映画の歴史を変えた史上最大のスペクタクル・アク
ション全２部作の第１弾。古代王国を舞台に、伝説の戦士バーフ
バリの壮絶な愛と復讐を描いたアクション大作。

■「バーフバリ 王の凱旋＜完全版＞」(2017 年)
「バーフバリ

伝説誕生」の持つインドでのすべての記録を塗

り替え、日本での公開は観客参加型の“絶叫上映”などで人気を博
しロングラン・ヒットを記録。伝説の王バーフバリの子であるこ
とを知った若き勇者が、王国を圧政する暴君に戦いを挑む 2 部作
の完結編。

■「マガディーラ 勇者転生」(2009 年)
「RRR」にも出演するラーム・チャランが主演し、本国インド
で 1,000 日を超えるロングラン・ヒットを記録した作品。非業の
死を遂げた主人公が 400 年後に生まれ変わり、同様に現代に転
生していた当時の恋人や宿敵と織り成す、時空を超えた愛と復讐
のスペクタクル・アドベンチャー。

■「ディル・ベチャーラ」(2020 年)
ジョン・グリーンのベストセラー小説「さよならを待つふたり
のために」を映画化したハリウッド映画「きっと、星のせいじゃ
ない。」(2014 年)のインド版公式リメイク。難病を抱えた若者
たちのラブストーリーを描く。

■「弁護士ジョリー」(2017 年)
俳優アクシャイ・クマールが、自らの不道徳な行動を恥じて正
義に目覚め、汚職警官と悪徳弁護士に命がけの戦いを挑む熱血弁
護士を演じ、インドにおける 2017 年興行収入第 9 位となるヒッ
トを飛ばした痛快法廷ドラマ。

■「ルートケース」(2020 年)
大金の入ったスーツケースを拾った主人公が、対立するギャン
グの抗争や政治家の裏金騒動に巻き込まれていくクライム・コメ
ディ。

■「M.S.ドーニー」(2016 年)
インドの国民的人気クリケット選手、マヘンドラ・シン・ドー
ニーの半生をドラマチックに描いた伝記ドラマ。

■「ニールジャー」(2016 年)
実際に起きたハイジャック事件で 359 人の命を救い、自らは
命を落とした実在の客室乗務員ニールジャーの英雄的活躍をス
リリングに描いた実話。

■「ドリーム・ガール」(2019 年)
俳優、歌手、テレビ番組司会者などマルチな才能を持つアーユ
シュマーン・クラーナーが、得意の美声で女性を装う主人公を演
じるスラップスティック・コメディ。

■「シンバ」(2018 年)
ランヴィール・シン主演、剛腕警察署長による悪人退治を痛快
に描いたポリス・アクション&マサラムービー。

【開催概要】
開催期間

：2022 年 10 月 14 日（金）〜10 月 30 日（日）

サイト URL：https://cinema.eiga.com/jaihoindianfestival/
視聴環境

：PC、スマホ、タブレットおよび TV（Android TV、Apple TV）

主催

：株式会社エイガ・ドット・コム、株式会社 JAIHO

通常料金

：440 円(税込)／１作品

スペシャルチケット料金：複数の作品をお得に購入できるチケットです。
－ラージャマウリスペシャルチケット 字幕版／吹替版 各 1,100 円(税込)
S.S.ラージャマウリ監督の 3 作品「バーフバリ 伝説誕生<完全版>」「バーフバリ 王の凱旋<完全

版>」「マガディーラ 勇者転生」が視聴できるチケットです。
－JAIHO スペシャルチケット 3,300 円(税込)
通常価格より 25%OFF で購入いただける、配信全 10 作品を視聴できるチケット。作品により吹替
版も選択が可能です。
※特典として、スペシャルチケット購入者は、オンラインミーティングで使える「『RRR』特製バーチ
ャル背景」５種類をダウンロードいただけます。

株式会社エイガ・ドット・コムおよびシネマ映画.com の運営を行う株式会社エイガ・ドット・コム・
オンデマンドは今後も引き続き、映画産業の発展に寄与できるよう、幅広い映画ファン、業界関係者の皆
さまに楽しく便利にご利用いただけるサービス提供を目指してまいります。

【シネマ映画.com について】
「最新作」、
「新作」
、
「名作」の 3 ジャンルで選りすぐりの作品を手軽に鑑賞できる映画のオンライン配
信 サ ー ビ ス と し て 、 株 式 会 社 エ イ ガ ・ ド ッ ト ・ コ ム か ら 2021 年 4 月 リ リ ー ス 。 映 画 .com
（https://eiga.com/）とも連動しているため、作品情報ページや特集ページ、ニュースページなど、映
画.com の各ページに設置されたリンクよりシネマ映画.com へ移動し、すぐに視聴ができます。
【株式会社エイガ・ドット・コム
所在地

会社概要】

：東京都千代田区隼町 2-19

いちご半蔵門ビル

代表取締役社長：駒井 尚文
事業内容

：映画情報サイト「映画.com」の企画・運営

【株式会社カカクコム

会社概要】

所在地

：東京都渋谷区恵比寿南 3 丁目 5 番地 7

デジタルゲートビル

代表取締役

：畑 彰之介

事業内容

：サイト・アプリの企画運営、各種プラットフォームの提供

運営サイト一覧：https://corporate.kakaku.com/company/service

