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2017 年 4 月 13 日 

報道関係者各位 
株式会社 TSUTAYA 

カルチュア・エンタテインメント株式会社 

 

超人気マンガアプリ「comico」の No.1 原作映画がいよいよ 4/15 公開！ 

TSUTAYA は映画『ReLIFE リライフ』を全力応援！ 

～春から新生活=“ReLIFE”を始める学生は、学生証・保険証入会 OK に！～ 

 

全国に TSUTAYA を展開する株式会社 TSUTAYA（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長兼

COO：中西 一雄／以下、TSUTAYA）は、グループ会社で映像・出版・音楽の企画製作等のエ

ンタメ事業を展開するカルチュア・エンタテインメント株式会社（以下、CE）の映画企画第 1

弾作品となる映画『ReLIFE リライフ』の 4 月 15 日（土）劇場公開を記念し、全国の

TSUTAYA で『ReLIFE リライフ』応援企画を実施しています。 

 

映画『ReLIFE リライフ』公式サイト：http://relife-movie.jp/ 

  

■『ReLIFE リライフ』応援企画１：学生証・保険証入会 OK に 

これまで、TSUTAYA レンタル入会時に、学生証や保険証などは、別途

「住所確認書類」をあわせてご提示いただくことを必須としておりました

が、お客様の声にお応えし、学生証や保険証だけでも入会が可能となり、

入会当日よりレンタルサービスをご利用頂けます（※）。これにより、

TSUTAYA のエンタテインメントを通じた新たな生活＝“ReLIFE”を学生の

方をはじめ、より多くの方にお楽しみいただけます。 

 

※・後日、住所確認書類（①本人宛の郵便物②公共料金等の領収書）、もしくは入会時にカウ

ンターでお渡しした住所確認ハガキの提示が必要となります。 

・学生証は顔写真付/氏名・生年月日・学校住所の印字があるものが有効です。 

 

■『ReLIFE リライフ』応援企画２：映画公開記念プレゼントキャンペーン 

 映画公開を記念して、コミック「ReLIFE リライフ」を購入も

しくはレンタルいただいた方の中から抽選で合計１３名様に豪

華プレゼントが当たるプレゼントキャンペーンを実施いたしま

す。 

【応募資格】 

① コミック「ReLIFE リライフ」１～７巻いずれか 1 冊を購入 

② コミック「ReLIFE リライフ」１～６巻を全巻レンタル 

上記のいずれかに該当し、キャンペーン Web サイトからご応募

いただいた方（※いずれも T カードをレジカウンターで提示） 

【キャンペーン Web サイト】http://tsutaya.jp/relife201702/ 

【プレゼント内容】 

A 賞：中川大志さん・平祐奈さん サイン入りプレスシート  ２名様 

B 賞：当選者のお名前入り夜宵草先生 描き下ろしサイン色紙 １名様 

C 賞：プレスシート １０名様 

【応募締切】 ５月７日（日）まで（※応募に関する注意事項は、キャンペーン Web サイトをご参照ください。） 
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■『ReLIFE リライフ』応援企画３：井上苑子×ReLIFE が贈る音楽  

10 代を中心に人気急上昇中の井上苑子さんが歌う、映画『ReLIFE 

リライフ』の主題歌「メッセージ」や、エンディング曲でケツメイ

シのカバー楽曲「さくら」などを収録したアルバム「井上苑子レン

タルセレクション」を 3 月 29 日（水）よりレンタル限定でリリース

いたしました。 

さらに、4 月 21 日（金）までの期間限定（1 時間に 1 回を予定）に

て、全国の TSUTAYA（一部店舗を除く）の店内放送にて、井上苑子

さんの本人コメントの放送も実施いたします。 

 

【アルバムタイトル】井上苑子レンタルセレクション 

【URL】 http://tsutaya.tsite.jp/item/music/PTA0000SD1QC 

【収録楽曲】 

1：メッセージ / 2：さくら / ３：大切な君へ / ４：グッデイ（Hello ver.） / ５：and I… 

/ ６：だいすき。 

 

■『ReLIFE リライフ』応援企画４：映画『ReLIFE リライフ』主演 中川大志さん＆平祐奈

さんインタビュー 

TSUTAYA が発行する「シネマハンドブック 2017」、「TSUTAYA CLUB MAGAZINE」（3/20

号）にて、映画『ReLIFE リライフ』の W 主演を飾る若手人気俳優、中川大志さんと平祐奈さ

んのインタビューを掲載しています。ぜひ店頭で手にとってご覧ください。また、「TSUTAYA 

CLUB MAGAZINE」（4/20 号）には、映画『ReLIFE リライフ』にて夜明了役を演じる千葉雄

大さんと中川大志さんの対談インタビューも掲載いたします。 

（左）「シネマハンドブック 2017」  全国 TSUTAYA 店頭にて販売中（税抜 200 円） 

（右）「TSUTAYA CLUB MAGAZINE」（3/20 号）  全国 TSUTAYA の店頭にて無料配布中 

※両者ともに一部店舗を除く 

 

さらに、TSUTAYA が運営する T-SITE ニュースにて、『ReLIFE リライフ』監督：古澤健監

督、出演者：池田エライザさん、岡崎沙絵さんの撮影裏話や公開に向けての心境をお話いただ

いたインタビューも掲載しております。 

【T-SITE ニュース】http://top.tsite.jp/entertainment/cinema/i/35138324/ 

 

 

TSUTAYA は CE の映画企画作品第 1 弾となる映画作品『ReLIFE リライフ』を、TSUTAYA

の総力あげて応援し、より多くのお客様にこの作品の魅力と世界観を伝えてまいります。 
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＜参考資料＞映画『ReLIFE リライフ』について 

 

【作品情報】 

本作のタイトルである"ReLIFE（リライフ）"とは、今の自分＝中身は

大人のまま、もう一度、高校生活を送る疑似体験青春ライフです。リ

ライフ生活の中で繰り広げられる青春ドラマや、織りなす人間関係、

ピュアな恋愛模様などが、幅広い世代に同時に共感できるストーリー

として読者に支持されてきました。本作の実写映画化では監督に、『今

日、恋をはじめます』の古澤健をむかえ、映画オリジナルの結末で実

写映画版として新たな『ReLIFE リライフ』の世界をお届けします。 

今回の映画で主人公の海崎新太を務めるのは、NHK 大河ドラマ「真田

丸」、映画『四月は君の嘘』、『きょうのキラ君』など話題作への出演が

相次ぎ、今最も注目を集める若手俳優の中川大志。日本一忙しい高校

生俳優として話題にもなった 18 歳の中川が、17 歳と、27 歳役に挑

戦します。そして、海崎がリライフ中に出会い恋をする不器用過ぎる女子高生・日代千鶴に

は、映画『映画 キセキ ーあの日のソビトー』に出演し人気急上昇中女優、平祐奈が決定。役

どころに合わせ、前髪をバッサリとカットし、中川とともに W 主演を務めます。2017 年 4 月

15 日（土）より全国公開。 

 

【作品概要】 

■タイトル： 『ReLIFE リライフ』 

■原  作： 夜宵草 著「ReLIFE」（comico にて連載） 

■監  督： 古澤 健 

■脚  本： 阿相クミコ 

■出  演： 中川大志 平祐奈 

■企  画： カルチュア・エンタテインメント              

■配  給： 松竹 

■制作プロダクション：Ｃ＆Ｉエンタテインメント 

■公  開： 2017 年４月１５日（土）公開 

■公式サイト：http://relife-movie.jp/  

■公式 twitter：https://twitter.com/relife_eiga 

 

【ストーリー】 

人生、やり直しませんか？ 

主人公、海崎新太 27 歳。現在、ニート。大学院を卒業後、入社した会社はたったの三ヶ月で

自主退職。その後、再就職できないまま、コンビニバイトを続ける日々。大学時代の友人に誘

われた飲み会では、スーツを着てサラリーマンのフリ。そんな彼の前に突然現れた謎の男。 

「人生、やり直しませんか？」 

"リライフ研究所"の所員と名乗る謎の男・夜明了から提案されたのは、薬で見た目だけ若返

り、1 年間、高校生活を送るという実験の被験者。なかば自棄っぱちで、つい薬を飲んでしま

う海崎。 

まさかの 27 歳男子の青春学園生活が幕を開ける― 

そして始まる二度目の学園生活。そこで出会うのは、成績はトップだが極度のコミュニケーシ

ョン音痴の女子高生・日代千鶴 、頭と顔はいいが他はいろいろと残念な大神和臣、負けん気の

強い毒舌女子・狩生玲奈など個性豊かな面々。やがて打ち解けてゆく海崎。気づけば彼らはか

けがえのない仲間となってゆく。一方、一生懸命な日代に恋心を抱くようになるが......相手は

10 歳も年下の女子高生。実験が終われば記憶も消える...切ないラブストーリーの結末は？ 

そして、リライフを終えた海崎が新たに選択する未来とは？ 物語は、驚きと感動のラストへ

―。 

高校生に戻って＜今＞を精一杯生きる、青春ラブストーリーが誕生します。 

http://relife-movie.jp/
https://twitter.com/relife_eiga

