
《ReallyLiKeFilms SHOWCASE》第一弾
矢野瑛彦監督作品選

平田オリザさん (劇作家 )、山下健二郎さん (三代目 J SOUL BROTHERS)

ら各界豪華著名人から絶賛コメント到着！ 

明日 3月 25 日 ( 金 ) より、アップリンク吉祥寺にて 3作連続上映される《矢野瑛彦監督作品選》
『yes,yes,yes』『pinto』『賑やか Neon City』の公開を記念して、劇作家の平田オリザさん、三代目 J 
SOUL BROTHERS の山下健二郎さんら、各界の著名人から激アツコメントが到着！
併せて未公開場面写真も一挙公開いたします。

本情報を各メディアの皆様にご紹介いただきたく、ここにご案内いたします。

◉ yes,yes,yes に寄せられたコメント

受け入れがたい別離を、どうにかして受け入れようとする家族の姿が直球勝負で描かれる。
その表現は、最初から最後までストレートで、その素直さにたじろぐ。
平田オリザさん ( 劇作家 )

必ず訪れる避けては通れない生命の『死』について深く考えさせられた作品。残された家族が時間
がかかりながらも受け入れていかなければならない姿に感動しました。 
山下健二郎さん ( 三代目 J SOUL BROTHERS) 

矢野瑛彦監督の独特な感性に何度も息を呑みました。 
登場人物の眼差しが忘れられないです。 
二ノ宮隆太郎さん (映画監督・俳優 ) 
コロナ渦でなかなか故郷に帰れない人達にも、この 1時間弱だけは帰郷した気分に浸れる。人生行
路とはよく言ったものだ。
DJ SOULJAHさん (DJ/Producer)

PRESS RELEAASE

ビー・ガン (『凱里ブルース』『ロングデイズ・ジャーニー この夜の涯てへ』/ 中国 ) や キム・チョヒ (『チャンシル
さんには福が多いね』/ 韓国 ) など、海外の新人監督を配給してきたリアリーライクフィルムズが、日本のインディー
ズ映画に於ける才能ある映画作家を紹介する新レーベル《ReallyLiKeFilms SHOWCASE》をスタート！

監督インタヴュー・未公開場面写真も一挙公開

3 月 24日木曜日 10:00AM情報解禁



◉ pinto に寄せられたコメント

わたしたちは生まれてから何処へ向かおうとしていたのか、とうに忘れてしまった。路地から大通
りに出てしまうと記憶は喧騒に呑み込まれ、ただただ忘却の海を泳ぐしかない。ゆっこは忘れない
ようにシャッターを切る。いつの間にかゆっこのモノローグは、遠い記憶の影帽子となってわたし
たちの人生の一部に張り付いていた。
ヴィヴィアン佐藤さん (ドラァククイーン、美術家 )

矢野監督の映画「pinto」では、自己をみつめている深い意識の流れが描かれているように、私には
見えます。恋愛のリアル、青春の惨めさ、辛さ、寂しさ、苛立たしさ ...... など、見ていて滑稽で、笑っ
てしまう。私は、この映画をコメディとして観てしまったのだが、矢野監督がどう考えているのか
は分からない。まずい事を言ったのかもしれない ......?!
この映画の中では、日常の日常らしさがリアルでドラマティックで ...... それに大胆だ。なんだか、
矢野監督のリアルは、「汚くて奇麗」だ。今村昌平監督のリアリズムの世界が、思い浮かんだ。 
また技術的な意見だがカメラワーク、カメラサイズやアングルも大胆だ。またユキコの心 の変化が
モノクロームからカラーへと行ったり来たりするのも面白い。 最後に、私が思うこの映画のキーワー
ド「オチツク」が、キャラクター達の心情が落ち着かない映画「pinto」の世 界をうまく描いていて、
可笑しく思える。私は映画「pinto」が好きだ。 
大高正大さん ( 日本映画監督新人協会会長 )

◉矢野瑛彦監督インタヴュー
・自己紹介をお願いします。
１９８５年宮崎県宮崎市出身です。大学卒業後、ENBUゼミ
ナールで熊切和嘉監督に師事しました。その後アルバイトを
しながら、自主映画を製作しました。「白色背景」で福岡イン
ディペンデンス映画祭で奨励賞を貰いました。

・「yes,yes,yes」「賑やか」「pinto」の脚本は、どう書かれた
のですか？
脚本は自分の経験をシーンに入れ込んでいます。脚本を書く
時に、沢山、取材をします。知、り合いとか、知り合いの知
人に話を聞きます。

・「yes,yes,yes」はどのようにして出来ましたか？

元々の構想があって、自分が高校生の頃に両親と大口論をして、僕が台所に行ったら、両親が抱きしめてく
れました。死と向き合わなくてはならないということを、はめ込んで作りました。主人公の男は、家族を見
下している。深く考えることをやめています。負の方へ負のほうへ向かっています。「私と結婚させて、ご
めんなさい」という科白は、キャラクターが言わせた言葉です。彼らが演じた家族は、家族そのものに見え
ました。上杉君は宮崎在住なので、最初、瓜生和成さん、井上みなみさん、川隅奈保子さんの３人で東京で
家族を作りました。その３人に上杉君を合わせた形です。映画のテーマである「何のために生きているんだ
ろう？」という不安は２、３歳の時から考えていたことです。ラストシーンに、その答えがあります。１つ
の命が無くなる時に、新しい命が生まれるということは、私の考えです。最初はカラーで撮影していたので
すが、実景が綺麗だと言われていましたが、それを見せたいわけではなかったのでモノクロにしました。最
後の乱闘シーンを撮影するために、４時間かけて細かいところまで打ち合わせしました。一発撮りでした。
夫婦愛がよくわかるのは、俳優さん達の力だと思います。

・「賑やか」は、どのようにして出来ましたか？
自分の経験で、都会の中で抱えている孤独感を表現したいと思いました。「pinto」が評価してもらえなかっ
たので、映画を作る夢を諦めなくてはならないのかと思っていた時期でした。母親が「会いたい」と電話で
話すシーンは、自分と母親の電話の会話を、そのまま使いました。俳優達は、常に走っていました。演出の
時に、自分も走っていました。原宿と豊洲で撮影しました。殴り書きに近い映画です。



これまでトルコのカアン・ミュジデジ  ( シーヴァス )、フランスのカテル・キレヴェレ (あさがくるまえに )、中国のビー・
ガン (凱里ブルース /ロングデイズ・シャーニーこの夜の涯てへ )、韓国のキム・チョヒ (チャンシルさんには福が多いね )
など、海外の新人監督の優れた作品の発掘に注力してきたリアリーライクフィルムズが、『オーファンズ・ブルース』『血
筋』『WHOLE』など日本のインディーズに特化した映画の配給で先鋭的な活動を続けているアルミードと強力タッグを
組み、まだ商業公開の目処が立っていない自主制作作品をピックアップ。《ReallyLikeFilms SHOWCASE》として、気
鋭の新人監督を発掘、劇場公開する。
その第一弾として、宮崎出身の矢野瑛彦監督の作品にフォーカスする。

昨年、大阪アジアン映画祭で上映され、大きな反響を喚んだ『yes.yes,yes』は、余命宣告を受けた母親の喪失を怖れる
思いや人の生そのものへの疑問が、主人公の青年の感情を通して荒々しく表現されていく。

一方『pinto』は、「あなたの良いところはわがままを言わないところ」と母親から言われて成長してきた若い女性が、「わ
がままを聞いて欲しい」と言われて関係を続ける男との日常を描く。

いづれも、不器用な人間の内面の葛藤と魂の静かな叫びを、俳優の肉体を通して表現していくスタイルが、矢野瑛彦監
督の新骨町だと言える。

今回の矢野瑛彦監督作品選では、上記長編に作品に加え、短編『賑やか』も同時上映する。

矢野瑛彦監督作品選は 3月 25日 ( 金 ) から、アップリンク吉祥寺他で全国縦断公開が決定、各界著名人によ
る激アツコメント、監督インタヴュー、新たな場面写真も同時に情報解禁します。

解禁素材 : 予告編・場面写真・監督インタヴュー写真・ポスターデータは下記のURLよりダウンロードください。
https://42.gigafile.nu/0520-a6db3fe2ae7206698815b980f3052975

・自己紹介をお願いします。
１９８５年宮崎県宮崎市出身です。大学卒業後、ENBUゼミナールで熊切和嘉監督に師事しました。その後
アルバイトをしながら、自主映画を製作しました。「白色背景」で福岡インディペンデンス映画祭で奨励賞を
貰いました。

・「yes,yes,yes」「賑やか」「pinto」の脚本は、どう書かれたのですか？
脚本は自分の経験をシーンに入れ込んでいます。脚本を書く時に、沢山、取材をします。知、り合いとか、
知り合いの知人に話を聞きます。

・「yes,yes,yes」はどのようにして出来ましたか？
元々の構想があって、自分が高校生の頃に両親と大口論をして、僕が台所に行ったら、両親が抱きしめてく
れました。死と向き合わなくてはならないということを、はめ込んで作りました。主人公の男は、家族を見
下している。深く考えることをやめています。負の方へ負のほうへ向かっています。「私と結婚させて、ごめ
んなさい」という科白は、キャラクターが言わせた言葉です。彼らが演じた家族は、家族そのものに見えました。
上杉君は宮崎在住なので、最初、瓜生和成さん、井上みなみさん、川隅奈保子さんの３人で東京で家族を作
りました。その３人に上杉君を合わせた形です。映画のテーマである「何のために生きているんだろう？」
という不安は２、３歳の時から考えていたことです。ラストシーンに、その答えがあります。１つの命が無
くなる時に、新しい命が生まれるということは、私の考えです。最初はカラーで撮影していたのですが、実
景が綺麗だと言われていましたが、それを見せたいわけではなかったのでモノクロにしました。最後の乱闘
シーンを撮影するために、４時間かけて細かいところまで打ち合わせしました。一発撮りでした。夫婦愛が
よくわかるのは、俳優さん達の力だと思います。

・「賑やか」は、どのようにして出来ましたか？
自分の経験で、都会の中で抱えている孤独感を表現したいと思いました。「pinto」が評価してもらえなかっ
たので、映画を作る夢を諦めなくてはならないのかと思っていた時期でした。母親が「会いたい」と電話で
話すシーンは、自分と母親の電話の会話を、そのまま使いました。俳優達は、常に走っていました。演出の時に、
自分も走っていました。原宿と豊洲で撮影しました。殴り書きに近い映画です。



矢野瑛彦監督
監督の矢野瑛彦は 1985 年宮崎県宮崎市出身。 短編映画、『賑やか』
(2017) が札幌国際短編映画祭、ジャパンパノラマ部門に入選。 長編映画
『pinto』(2016) で第４回新人監督映画祭（2017）長編部門グランプリを
受賞。 新作『yes,yes,yes』(2021) は、大阪アジアン映画祭インディフォー
ラム部門に選出されたのを皮切りに、ドイツNippon Connection など国
内外の映画祭で上映され、高い評価を獲得している。またフォトグラ
ファーとしての一面も持つ彼は、監督のみならず撮影も担当。エッジの
効いたクールな映像は、若かりし頃のカサヴェテスの映画のように、俳
優たちの肉体と感情をフォローし、圧巻の迫力で暴き出していく。

yes,yes,yes
余命宣告を受けた母親・小百合が入院するその日。夫の正晃、娘の樹莉
は平静を保ち、真情とは裏腹に明るく振る舞おうと努めている。しかし
末っ子の雄晃だけは違った。思春期の彼には、まだその過酷な現実を受
け止めることができない。彼はやり場のない感情を自制することができ
なくなり、病室から逃げるように飛び出してしまう。そしてその感情は、
やがて刃となって家族を追い詰めていく…。

pinto
奔放な母の元で、息苦しい生活を送ってきた由紀子。代わる代わる父と
名乗る男が出入りする家で、いつも孤立していた。母は由紀子を「あん
たの良いとこはわがままを言わないこと」と褒めた。由紀子のモノクロー
ムの思春期に、わずかな彩りを与えてくれたのは、何人目かの父親。フォ
トグラファーらしかったその男からブレゼントされたカメラが、彼女の
人生観を一変させる。──レンズから覗く世界は、途端に色彩にあふれる。
そんな彼女の前に、「わがままを聞いて欲しい」という男が現れる。

アップリンク吉祥寺での上映スケジュール
Aプログラム
『yes,yes,yes』（75分）
上杉一馬　瓜生和成　井上みなみ　川隅奈保子 　矢野瑛彦監督・脚本作品
『賑やか』（26分）
武谷公雄　奥津裕也　岩瀬亮　木村知貴　藤野晴彦  矢野瑛彦監督・脚本作品　　　　
Bプログラム
『pinto』（118 分）
小野寺ずる　大橋一輝　永峰絵里加　木村知貴　坊薗初菜　岡野康弘　矢野瑛彦　
富永敬太 　矢野瑛彦監督・脚本作品
配給 : リアリーライクフィルムズ + アルミード
www.reallylikefilms.com/yesyesyes　　　　© 矢野瑛彦 　

本作のリアル試写会の予定はございません。オンラインでのみスクリーニングいただけます。
【宣伝お問い合わせ】◉山岡  ( 山岡事務所 ) 携帯番号 : 048-269-9149　  yamaokasatoshi1207@gmail.com　
◉沖田 ( リアリーライクフィルムズ 0  080-6569-7887  atsushi@reallylikefilms.com
【営業お問い合わせ】◉東京 : リアリーライクフィルムズ 　　◉関西地区の営業・宣伝 : 岸野令子 (キノキネマ ) 
090-8482-9127kishinoreiko22@gmail.com　◉東京・関西地区以外 : 平野博靖 (アルミード )080-3230-5376　
hirano5929@gmail.com
リアリーライクフィルムズ　〒151-0061 東京都渋谷区初台 1-7-8 パールマンション 303 
アルミード　〒154-0017　東京都 世田谷区世田谷 1-36-21 シャーロットタウン 103
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