
©「まだ見ぬ宇宙へ」製作委員会 「チコちゃんに叱られる!」© NHK

プラネタリウムでチコちゃんに叱られる!
チコとキョエの宇宙大冒険! 無知との遭遇 まだ見ぬ宇宙へ

映像尺：23分映像尺：27分 / 22分

© KWON O CHUL & Cho Hea Seung © ブラックホールを見た日製作委員会

ブラックホールを見た日
～ 人類100年の挑戦 ～

キッツと仲間たちの
スーパームーンアドベンチャー

映像尺：25分 / 20分映像尺：24分

© 合同会社スターライトスタジオ

四季のいろ～地軸の傾きが生んだ和風景～
（トレーラー）

デジタルドーム　      2D

映像尺：本編は20分～25分を予定

デジタルドーム　      2D

デジタルドーム　      2D

デジタルドーム　      2D

デジタルドーム　      2D

© ブラックホールを見た日製作委員会

ブラックホールを見た日
～ 人類100年の挑戦 ～

映像尺： 20分 / 24分

デジタルドーム　      2D

JGSS 2021 FILM FESTIVAL 新作リスト
全天周映像デジタルシネマデジタルドーム



©2018 nWave Pictures SA/NV - 
©2018 N3D Land Films ‒ All Rights Reserved.

プラネットパワー　
近未来へとはばたく翼

映像尺：40分

デジタルドーム　      2D デジタルシネマ　      2D

© Ian McAllister/PacificWild.org

ふしぎな白いクマと神秘の森

映像尺：42分

© K2 STUDIOS

セレンゲティ（仮題）

映像尺：40分 / 24分

デジタルドーム　      2D

©micromuseum lab inc.

COSMOS　～ 光との約束 ～

映像尺：34分 / 29分 / 短縮版制作中

デジタルドーム　      2D デジタルシネマ　      2D 全天周映像　             2D

デジタルドーム　      2D デジタルシネマ　      2D 全天周映像　             2D

全天周映像　             2Dデジタルドーム　      2D

© BBC NHU © Espen Rekdal © John Brown
©Stephen Bradley © 2020 Antarctica, LLC

南極大陸　～ 未知の世界へ ～

映像尺：45分 / 24分

© DINOSAURS OF ANTARCTICA,LLC

ティタノサウルス

映像尺：20分

© ESO/M.Claro

星になるまで　
music by ACIDMAN

映像尺：25分

© Wings Over Water © 2021

Wings Over Water（仮題）

デジタルシネマ　      2D 全天周映像　             2Dデジタルドーム　      2D

映像尺：40分

デジタルドーム　      2D デジタルシネマ　      2D

デジタルドーム　      2D

デジタルシネマ　2D/3D デジタルシネマ　2D/3D

デジタルシネマ　2D/3D

デジタルシネマ　2D/3D

デジタルシネマ　2D/3D

デジタルシネマ　2D/3D



©山梨県立科学館

サテライツ

映像尺：25分

©公益財団法人日立市民科学文化財団

© 渋谷区/ しぶや文化創造グループ

レッドフロンティア　
火星に挑む冒険者たち

空飛ぶプラネタリウム
「太陽ツアー」「星空ツアー」「宇宙ツアー」

映像尺：25分

映像尺：21分 / 29分 / 22分

デジタルシネマ　      2Dデジタルドーム　      2D

© National Film Board of Canada

©D&D ピクチャーズ

星のまもり鳥
～ まんてんぼし村とはい色のきり ～

ハロー・アース　
HELLO EARTH

映像尺：25分

映像尺：33分

デジタルシネマ　      2Dデジタルドーム　      2D

© 尼子騒兵衛/NHK・NEP

© Benesse Corporation 2020 All rights reserved.

しまじろうとおおきなき

忍たま乱太郎の宇宙大冒険 with コズミックフロント☆NEXT
やっぱり地球は回っていた！の段

映像尺：33分 / 32分 / 26分 / 25分

デジタルシネマ　      2Dデジタルドーム　      2D

映像尺：25分

© 臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ

クレヨンしんちゃん2（仮）

デジタルシネマ　      2Dデジタルドーム　      2D

映像尺：25分

デジタルドーム　      2Dデジタルドーム　      2D

デジタルドーム　      2D デジタルドーム　2D/3D



Ⓒ Cosmic Picture

Ⓒ Wild pacific media

オーシャンオデッセイ（仮）

北極（仮）

映像尺：40分

映像尺：42分

© K2 STUDIOS

©「深宇宙探険記」製作委員会

「深宇宙探険記」～ 旅立ち編 ～

SPACE　‒THE REIMAGINED FRONTIER-
～ 新宇宙開発時代 ～（仮）

映像尺：26分

映像尺：40分

デジタルドーム　      2D

制作：3D ÉMOTION & MEDIASTRO PROMOTION
配給：コニカミノルタプラネタリウム

原作：鳴海アラタ　
制作：神戸市立青少年科学館／コニカミノルタプラネタリウム

10000光年双眼鏡

ミッション！光を取りもどせ
～ グランパとゾエの宇宙大作戦 ～

映像尺：26分

全天周映像　             2Dデジタルドーム　      2D

映像尺：29分

制作：神戸市立青少年科学館／コニカミノルタプラネタリウム

彼方のエイリアン
～ 宇宙人のさがしかた ～

デジタルシネマ　      2Dデジタルドーム　      2D

映像尺：26分

デジタルドーム　      2D デジタルシネマ　      2D

デジタルドーム　      2D デジタルシネマ　      2D 全天周映像　             2Dデジタルドーム　      2D デジタルシネマ　      2D

デジタルドーム　      2D デジタルシネマ　      2D全天周映像　             2D

デジタルシネマ　      2Dデジタルドーム　      2D

制作・配給：D&Dピクチャーズ／
制作協力：NHK エンタープライズ／映像提供：NHK

恐竜超世界
恐竜たちの親子の絆ものがたり（仮）

映像尺：25分 / 35分

デジタルシネマ　2D/3D

デジタルシネマ　2D/3D デジタルシネマ　2D/3D 全天周映像　　　2D/3D



企画：福岡市/ 福岡市科学館　
制作：コニカミノルタプラネタリウム

スペースフロンティア
～ 宇宙飛行士 この一歩の為に ～

映像尺：27分

© 星工房

ソーラーシステムガーディアンズ ”SSG”
「太陽系SOS 小惑星プシケに向かえ！」

映像尺：26分

デジタルシネマ　      2D 全天周映像　             2Dデジタルドーム　      2D

制作：さいたま国際芸術祭2020　飯田将茂

double

映像尺：43分

デジタルドーム　      2D

デジタルドーム　      2D デジタルシネマ　      2D 全天周映像　             2D

デジタルシネマ　      2D 全天周映像　             2Dデジタルドーム　      2D

著作・制作：ON-ART ／ IMAGICA EEX
配給：コニカミノルタプラネタリウム

LOST ISLAND DINO-A-LIVE

映像尺：25分

著作：タツノコプロ／読売テレビ　
制作：コニカミノルタプラネタリウム

プラネタリウム　ハクション大魔王
2020 宇宙旅行に出発！ の話

映像尺：25分

企画・製作・著作：日本科学未来館

９次元からきた男

映像尺：30分

制作：HIRUKO 制作委員会　ギャラクシティ

HIRUKO

デジタルシネマ　      2D 全天周映像　             2Dデジタルドーム　      2D

映像尺：43分

デジタルドーム　      2D

デジタルシネマ　      2Dデジタルドーム　2D/3D


