
 

2021 年 4 月 1 日 

SEASIDE CINEMA 2021 実行委員会 

 

今年は 5 会場合同で開催！横浜・みなとみらいの夜空の下で心躍る時間を 

GW 限定シアター『SEASIDE
シ ー サ イ ド

 CINEMA
シ ネ マ

 2021』 

様々なロケーションで映画を楽しむ特別なホリデーシーズン 

SEASIDE CINEMA 2021 実行委員会は、横浜・みなとみらいの夜景を臨む開放的な空間で楽しめる野外シアター「SEASIDE 

CINEMA 2021」を 2021 年のゴールデンウィーク期間に開催いたします。 

「SEASIDE CINEMA」は、ゴールデンウィークという最高のホリデーシーズンに、光輝く夜景と心地よい夜風に揺られながら、海辺の   

ロケーションで心躍る映画を楽しんでもらうイベントとして MARINE＆WALK YOKOHAMA で開催したことが始まりで、2018 年には  

横浜赤レンガ倉庫と MARINE＆WALK YOKOHAMA の 2 会場合同で開催いたしました。今年は様々な場所やロケーションで楽しんで

いただけるようエリアを一挙に拡大し、横浜赤レンガ倉庫、MARINE＆WALK YOKOHAMA 、横浜ベイクォーター、横浜ハンマー 

ヘッド、マリーンルージュの初の 5 会場合同で開催。さらに、シーバスでは映画音楽の生演奏を楽しめる特別クルーズも同時開催いた

します。安全性を第一に考えた野外シアターや海を臨む船上シアターの楽しみを提案し、訪れるお客様や地域に暮らす方々を笑顔にして

いけるようなイベントにしていきたいと考えています。 

※開催内容は天候や今後の社会情勢の状況により、予告なく変更・中止となる場合がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜各シアターのコンセプト・見どころ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEASIDE CINEMA 2021 について 
主催：SEASIDE CINEMA 2021 実行委員会 
後援：横浜市文化観光局 
シアタープロデュース＆クリエイティブ：Do it Theater 

THEATER RED BRICK(横浜赤レンガ倉庫) 

ドライブインだからこそ 

みんなで楽しめる映画特集 

普段は駐車できない横浜赤レンガ倉庫イベント 

広場でドライブインシアターを開催！みなとみらいの

夜景をバックに、プライベート空間で飲食しながら、

会話しながら、映画を楽しめます。 
 

THEATER MARINE & WALK 

(MARINE ＆ WALK YOKOHAMA) 

上質な時間を過ごせる 

ミニシアターの名作映画特集 

海沿いならではのランドスケープで、上質な時間を

過ごせる空間をご提供。近年注目＆懐かしの 

ミニシアター系作品を上映します。 

THEATER BAY QUARTER(横浜ベイクォーター) 

みんなで応援！ 

スーパーヒーロー＆ヒロイン映画特集 

横浜駅エリア唯一の会場である横浜ベイクォーターで

は、みんなで応援したくなるヒーロー＆ヒロイン 

作品をラインアップ！異例のロングランヒットを記録 

したインド映画『バーフバリ 王の凱旋』も上映します。 

THEATER HAMMERHEAD（横浜ハンマーヘッド） 

海を感じながらゆったりとした時間が過ごせる映画特集 

2020 年 8 月に供用開始したハンマーヘッドパークにて 

初めてのイベント。3 方を海で囲まれ開放的な他にはない 

立地の中で、海に関連したシネマを上映いたします。 

食をテーマにした横浜ハンマーヘッドでテイクアウト商品や 

クラフトビールを持ち込んでお楽しみください。 

THEATER MARINE ROUGE(マリーンルージュ) 

 船内でお食事やお酒と一緒に楽しむ映画上映会 

夜景が煌めく横浜の海上で格別なディナーとお酒を味わいながら、 

映画を堪能する贅沢な時間。いつもよりリッチでロマンチックなひとときを

お楽しみください。なお、「SEA BASS ZERO～映画音楽と 

横浜みなとみらいイルミネーションクルーズ～」では、映画音楽の生演奏

で特別クルーズ「SEA SIDE CINEMA」と夜景を彩ります。 

THEATER RED BRICK 過去開催風景・ドライブインシアターイメージ THEATER MARINE & WALK 過去開催風景 

THEATER BAY QUARTER 過去開催風景 THEATER MARINE ROUGE イメージ THEATER HAMMERHEAD イメージ イベントキービジュアル 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『THEATER RED BRICK』開催概要（ドライブインシアター） 

※画像はイメージです。※内容は変更になる可能性がございます。 

『THEATER MARINE & WALK』開催概要（オープンシアター） 

『THEATER BAY QUARTER』開催概要（オープンシアター） 

日 時：2021 年 5 月 1 日（土）～5 月 5 日（水・祝）開演 19:00～※作品によって変動 
会 場：MARINE ＆ WALK YOKOHAMA 海側隣接遊歩道 

（〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港 1-3-1） 
料金(税込)：無料 
WEB サイト：http://www.marineandwalk.jp/ 
備 考： 
・雨天決行。荒天時は中止の場合あり(天候の影響などにより上映時間の変更あり) 
・当日整理券制（詳細は公式 WEB サイトをご確認ください） 
・鑑賞用チェアのご用意はございません。アウトドア用クッションや敷物などをご持参ください (テント、チェアなど設営不可) 

日 時：2021 年 5 月 1 日（土）～5 月 4 日（火・祝）開演 19:00～ 
会 場：横浜ベイクォーター3F メイン広場(〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町 1-10) 
料金(税込)：無料 
WEB サイト：https://www.yokohama-bayquarter.com/ 
備 考： 
・雨天決行。荒天時は中止の場合あり(天候の影響などにより上映時間の変更あり) 
・当日整理券制（詳細は公式 WEB サイトをご確認ください） 

上映コンセプト：ドライブインだからこそみんなで楽しめる映画特集 

上映コンセプト：上質な時間を過ごせるミニシアターの名作映画特集 

上映コンセプト：みんなで応援！スーパーヒーロー＆ヒロイン映画特集 

日 時：2021 年 5 月 1 日（土）～5 月 5 日（水・祝）開演 19：00～ 
会  場：横浜赤レンガ倉庫イベント広場(〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港 1-1) 
料金(税込)：11,000 円/1 台(入場料・パーティーフードプレート・プレゼントバック付き) 
WEB サイト：(公式 WEB サイト) https://www.yokohama-akarenga.jp/brickjournal/detail/53 

(予約サイト) https://peatix.com/group/10289555/ 
特 別 協 力：神奈川県オールトヨタ販売店 
備 考： 
・雨天決行。天災、強風や大雨など、突発的な事態が起こった場合、上映途中でも一時中断、中止になる 
場合があります。中止の場合、振替の対応は行いません。予めご了承ください。 

・事前予約制(チケット予約サイト Peatix からご予約ください)※80 台/日 

■5 月 1 日(土）『スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム』(129 分/2019) 

ピーターは夏休みに、学校の友人たちとヨーロッパ
旅行に出かける。しかしそこに待っていたのは、元
S.H.I.E.L.D.長官であるニック・フューリーだった。
迫りくる新たな脅威を察したニックは、スパイダー 
マンの力を必要としていたのだ。 
世界に脅威が迫る中、ピーター＝スパイダーマン
はこの危機にどう立ち向かうのか――今、世界は
彼に託される・・・！ 

© 2019 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. 
| MARVEL and all related character names: © & TM 2021 MARVEL.  

■5 月 4 日(火・祝）『バーフバリ 王の凱旋』(141 分/2017) 

遥か遠い昔、インドに栄えたマヒシュマティ王国。
国王に指名されたアマレンドラ・バーフバリは、クン
タラ王国の姫デーヴァセーナと恋に落ちる。だが、
王位継承争いに敗れた従兄弟のバラーラデーヴァ
は邪悪な策略で王の座を奪い取り、さらにバーフ
バリと生まれたばかりのその息子の命をも奪おうと
する…。自らが伝説の王バーフバリの子であること
を知った若き勇者シヴドゥは、マヘンドラ・バーフバ
リとして、暴君バラーラデーヴァに戦いを挑む！ 

©ARKA MEDIAWORKS PROPERTY, ALL RIGHTS RESERVED. 

■5 月 1 日(土）『博士と彼女のセオリー』(124 分/2014) 

かつては若く健康で活動的だったスティーヴン。21 歳
の時、ケンブリッジ大学の学生であるジェーン･ワイル
ドと出会い恋に落ちるが、時を同じくして余命宣告を
受ける。ジェーンの献身的な支えを受け、スティーヴ
ンは研究に打ち込む。その内容は彼にとってまさに 
貴重なもの、時間についてだった。２人は力を合わ
せて絶望的な状況に立ち向かい、誰にも想像できな
かった偉業を成し遂げる。 

(C) 2014 Universal Studios. All Rights Reserved. 

■5 月 2 日(日）『レディ・バード』(94 分/2017) 

(C) 2017 InterActiveCorp Films, LLC. All Rights Reserved. 

2002 年、カリフォルニア州サクラメント。閉塞感
溢れる片田舎のカトリック系高校から、大都会
ニューヨークへの大学進学を夢見るクリスティン。
自称“レディ・バード”。高校生活最後の 1 年、
友達や彼氏や家族について、そして自分の  
将来について、悩める 17 歳の少女の揺れ動く
心情を瑞々しくユーモアたっぷりに描いていく。 

■5 月 3 日(月・祝）『ラ・ラ・ランド』(128 分/2016) 

ロサンゼルスの映画スタジオのカフェで働くミアは
女優を目指していたが、何度オーディションを 
受けても落ちてばかり。ある日、ミアは場末の  
バーでピアノを弾くセバスチャンと出会う。彼は 
いつか自分の店を持ち、本格的なジャズを思う
存分演奏したいと願っていた。やがて二人は恋に
おち、互いの夢を応援し合うが、セバスチャンが
生活のために加入したバンドが成功したこと  
から、二人はすれ違い始める―。 

© 2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved. Photo credit:  EW0001: Sebastian 
(Ryan Gosling) and Mia (Emma Stone) in LA LA LAND.  Photo courtesy of Lionsgate.  

■5 月 5 日(水・祝）『ジュマンジ／ウェルカム・トゥ・ジャングル』(119 分/2017) 

学校の地下室で居残りをさせられていた、気弱な
ゲームオタクのスペンサー、頭が悪いアメフト部員の
フリッジ、自撮り大好きうぬぼれ美人のベサニー、 
シャイなガリ勉のマーサの 4 人。彼らは偶然発見し
た古いゲーム機をプレイしようとした途端、現実  
世界の自分とは違うキャラクターとなってゲームの 
世界に入り込んでしまう。周りはジャングル、猛獣と
敵だらけ。各自のライフはたったの 3 つ。果たして彼
らは、生きて現実世界に帰ることができるのか!?  
 © 2017 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『THEATER HAMMERHEAD』開催概要（オープンシアター） 

『THEATER MARINE ROUGE』開催概要（船上シアター） 

日 時：2021 年 5 月 1 日（土）～5 月 5 日（水・祝）開演 19:00～ 
会 場：横浜ハンマーヘッド ハンマーヘッドパーク(〒221-0001 神奈川県横浜市中区新港 2-14-1) 
料金(税込)：無料 
WEB サイト：https://www.hammerhead.co.jp/ 
備 考： 
・雨天決行。荒天時は中止の場合あり(天候の影響などにより上映時間の変更あり) 
・鑑賞エリアは当日整理券制 
・鑑賞用チェアのご用意はございません 

日 時：2021 年 5 月 1 日（土） 
会 場：「マリーンルージュ」船内（1Ｆクレスト） 
料金(税込)：大人 12,000 円 

※乗船料・サービス料・お料理(フレンチフルコース、デザート、スパークリングワイン(一杯))付き 
WEB サイト：http://www.yokohama-cruising.jp 
備 考： 
・雨天・強風の影響により上映時間の変更や欠航の場合あり、予めご了承ください。 
・山下公園乗り場発着 19：30 発～21：30 着(120 分クルーズ) 
・事前予約制(公式 WEB サイトまたはお電話よりご予約ください)、40 名様限定、 
ドリンク・アルコール二杯目以降は船内別途清算 

・キャンセル規定あり 

横浜を代表する水上バス「SEA BASS」に
乗って煌めく横浜みなとみらいの夜景を映画
音楽の生演奏とともに巡る特別クルーズ。 
日 時：2021 年 5 月 1 日(土） 
会 場：SEA BASS 船内 
料金(税込)：大人 3,500 円 
 

上映コンセプト：海を感じながらゆったりとした時間が過ごせる映画特集 

※画像はイメージです。※内容は変更になる可能性がございます。 

上映コンセプト：船内でお食事やお酒と一緒に楽しむ映画上映会 

■5 月 1 日(土）『あと 1 センチの恋』(104 分/2014) 

ロージーとアレックスは６歳からの幼なじみで、
ずっと一緒に青春を過ごしてきた友達以上、
恋人未満の間柄。ところが、ある日ロージーが
クラスで人気の男の子と一夜を共にし、妊娠
してしまう。２人は再会を誓い、ロージーは 
地元に残り、アレックスをボストンの大学へと 
送り出す。お互いを想いながら言葉にできな
いままに･･･。運命のいたずらに翻弄され、12
年間も 2 人は近づいては離れていくが・・・。 

(C)2014 CONSTANTIN FILM PRODUKTION GMBH 

特別クルーズ「SEA BASS ZERO 
～映画音楽と横浜みなとみらいイルミネーションクルーズ～」も同時開催！ 

＜横浜赤レンガ倉庫＞ 
一般／横浜赤レンガ倉庫２号館インフォメーション TEL：045-227-2002 

＜MARINE＆WALK YOKOHAMA＞ 
一般／ 

MARINE & WALK YOKOHAMA TEL：045-680-6101  

＜横浜ベイクォーター＞ 
一般／横浜ベイクォーター代表 TEL：045-577-8123 

＜横浜ハンマーヘッド＞ 
一般／横浜ハンマーヘッドインフォメーション TEL:045-211-8080 

各会場のお問い合わせ先 

 

＜マリーンルージュ・シーバス＞ 
一般／ポートサービス予約センター TEL：045-671-7719  

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各会場にご来場の際にはマスクの着用、事前の検温、手指の消毒にご協力をお願いいたしま
す。その他の感染対策については各会場にお問い合わせください。 

備 考： 
・横浜ベイクォーター2F「シーバス乗り場」発着 20:00～21:00(60 分クルーズ) 

・事前予約制(公式 WEB サイトまたはお電話よりご予約ください)、 
定員あり、船内自由席、飲食持ち込み自由 

 

■5 月 4 日(火・祝）『グラン・ブルー』(137 分/1988) 

たった一度の呼吸で、グラン・ブルーという誰も
到達することのできない、巨大で深い世界へ
潜っていく二人の男。彼らの名は、ジャック・ 
マイヨールとエンゾ・モリナリ。どちらがより深く、
より長く潜っていられるのか――最高の友であ
りライバルだった熱い男二人と、その男たちに
魅せられた一人の女の愛の物語。 

(C)GAUMONT 1988 

■5 月 5 日(水・祝）『太陽がいっぱい』(118 分/1960) 

貧しい青年トム・リプリーは、大富豪の息子
フィリップの友人だったが、フィリップは、ことある
ごとにトムを見下し侮辱していた。トムはヨット
の上でフィリップを殺し、死体を海に投棄  
した。サインも練習し、フィリップになりすました
トム。計画は成功するかに見えたが…。 

(C)ROBERT ET RAIMOND HAKIM PRO./Plaza Production  


