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活動形態 団体名 休館（期間）*予定 独自の取り組み 

映画館 シアターキノ 4/20-5/6   

上映団体 札幌映画サークル 定期上映中止   

映画館 シネマトーラス 4/20-5/6   

映画館 フォーラム盛岡 4/18-未定 T シャツ他グッズ発売中  

上映団体 みやこ映画生活協同組合 定期上映中止 T シャツ販売中  

映画館 フォーラム仙台 4/18-未定 T シャツ他グッズ発売中  

シネマテーク せんだいメディアテーク 4/11-5/10   

映画館 フォーラム山形 4/18-未定 T シャツ他グッズ発売中  

上映団体 310+1 シネマプロジェクト 定期上映中止   

映画館 前橋シネマハウス 4/15-未定 協賛、賛助会員を検討中 

映画館 シネマテークたかさき 4/15-5/15 

賛助会員の募集 

応援グッズ等販売（5 月～） 

上映団体 埼玉映画ネットワーク 定期上映中止 賛助会員、寄付の募集  

映画館 深谷シネマ 4/9-5/9 賛助会員の募集  

映画館 ユーロスペース 4/7-5/8   

映画館 シネマヴェーラ渋谷 4/4-未定   

映画館 飯田橋ギンレイホール 4/8-未定  グッズ販売検討中 

映画館 シネマ・チュプキ・タバタ 4/9-5/15 

サポータークラブの会員募集、寄付の受付 

オリジナルグッズ他販売中 

シネマテーク アテネ･フランセ文化センター 4/13-5/6  

映画館 横浜シネマ･ジャック＆ベティ 4/7-5/6  お名前スクリーン上映 & 劇場鑑賞券 *終了 

映画館 シネマアミーゴ 4/1-5/6 回数券販売中  

映画館 横浜シネマリン 4/8-未定 映画鑑賞補助券、グッズ等販売中  

映画館 シネコヤ 3/28-未定 通常の会員プランに「寄付込プラン」を実施  

映画館/シネマテーク 川崎市アートセンター 4/9-未定   

映画館 新潟•市民映画館シネ･ウインド 4/22-未定 

シネ・ウインド明日のため募金 

～対新型ウイルスプロジェクト～  

映画館 高田世界館 4/18-未定 寄付やグッズ販売などを検討中 

映画館 ほとり座 4/6-5/8   

映画館 シネモンド 4/15-5/6 支援鑑賞券ほか販売中  

上映団体 松本シネマセレクト 定期上映中止  

映画館 上田映劇 4/9-5/6 トートバッグほかグッズ販売中  

映画館 シネマイーラ 4/25-未定 

つぶれてたまるか！映画バカ一代シネマイーラ館主の人生をか

けたお願い  

映画館 静岡シネ・ギャラリー 4/18-5/8 年間会員 延長募集中  

映画館 名古屋シネマテーク 4/18-5/6 名古屋シネマテーク・エイド  

映画館 シネマスコーレ 4/13-未定 

『音楽』×シネマスコーレ コラボＴシャツ, 

東京シネマサロン寄付 T シャツ販売中 

映画館 京都みなみ会館 4/17-未定 SAVE OUR LOCAL CINEMAS *終了 

映画館 シネ・グルージャ 4/18-5/6   

映画館 京都シネマ 4/18-5/7 

京都シネマサポート会員ほか(募集) 

SAVE OUR LOCAL CINEMAS *終了 

映画館 出町座 4/18-未定 

出町座未来券 

SAVE OUR LOCAL CINEMAS *終了 

映画館 第七藝術劇場/シアターセブン 4/8-未定 SAVE OUR LOCAL CINEMAS *終了 

映画館 シネ･ヌーヴォ 4/9-5/6 SAVE OUR LOCAL CINEMAS *終了 

映画館 元町映画館 4/15-5/6 

寄付の募集 

SAVE OUR LOCAL CINEMAS *終了 

https://forumcinemanetwork.stores.jp/
http://cinemarine.blog45.fc2.com/
https://forumcinemanetwork.stores.jp/
https://forumcinemanetwork.stores.jp/
http://takasaki-cc.jp/sanjyo/
http://ctqtakasaki.stores.jp/
https://www.eiganetwork.or.jp/%E6%94%AF%E6%8F%B4-%E5%8F%82%E5%8A%A0%E3%81%99%E3%82%8B/
http://jugem.fukayacinema.jp/sanjyo.pdf
http://chupki.jpn.org/support
https://chupki.thebase.in/
http://www.jackandbetty.net/shop/products/detail.php?product_id=3096
https://cinema-amigo.com/2020/04/2391/
https://cinemarine.shop-pro.jp/
https://cinekoya.stores.jp/
https://www.cinewind.com/information/26022/
https://www.cinewind.com/information/26022/
https://cinemonde.stores.jp/
https://suzuri.jp/uedaeigeki
https://camp-fire.jp/projects/view/256939
https://camp-fire.jp/projects/view/256939
https://sarnathhall.eshizuoka.jp/e2057222.html
https://note.com/n_cinemat_aid/n/n9bc431d79066
https://cafeskhole.stores.jp/items/5e8f5b5e9df1631370ba8480
https://suzuri.jp/tokyocinema2020?fbclid=IwAR11gh8QA7b3lx-Ckp3O0P76yW1mOdDG8zoP0tiGmXWjQ1uj8XvaBSyFY
https://localcinema.base.shop/
https://www.kyotocinema.jp/menu/category/members/
https://localcinema.base.shop/
https://motion-gallery.net/projects/demachiza2020
https://localcinema.base.shop/
https://localcinema.base.shop/
https://localcinema.base.shop/
https://www.motoei.com/about-us/
https://localcinema.base.shop/
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映画館 シネ･ピピア 4/9-5/6 SAVE OUR LOCAL CINEMAS *終了 

シネマテーク/映画館 神戸映画資料館 4/10-未定 

賛助会員・寄付の募集 

神戸市ふるさと納税「つなぐ KOBE アート募金」 

SAVE OUR LOCAL CINEMAS *終了 

シネマテーク/映画館 神戸アートビレッジセンター 3/3-5/7   

映画館 シネマ･クレール 4/27-未定   

シネマテーク 広島市映像文化ライブラリー 

4/17-5/17 

(2/29-上映等休止)   

映画館 シネマ尾道 4/18-5/8 友の会 会員募集中  

映画館 福山駅前シネマモード 4/17-5/7 

ドライブインシアター（5 月～実施/出張上映受付中） 

『シネマの天使』ほか配信上映中 

応援券の販売（今週末～）  

映画館 ホール･ソレイユ 

ソレイユ･２: 4/24-5/7 

ホール･ソレイユ: 5/1-5/14   

映画館 シアターエンヤ 4/18-未定 ふるさと納税による支援募集中  

映画館 Denkikan 4/17-未定   

映画館 シネマ 5/シネマ 5 bis 4/18-5/15   

映画館 宮崎キネマ館 4/27-5/6   

映画館 ガーデンズシネマ 4/22-未定 

10 周年記念回数券販売中 

賛助会員・寄付の募集 

映画館 桜坂劇場 4/22-未定   

 

https://localcinema.base.shop/
http://kobe-eiga.net/membership/
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/28100/4776050
https://localcinema.base.shop/
http://cinemaonomichi.com/%e5%8f%8b%e3%81%ae%e4%bc%9a/
http://dokodemo-eiga.jp/
https://www.furec.jp/cinema-mode/movie-topics/i1712/
https://theater-enya.com/supporter
https://kagocine.net/topics/4671
https://kagocine.net/management#member

