
gifted ／ギフテッド

2017 / アメリカ / 1h41

マーク・ウェブ
クリス・エヴァンス / マッケナ・グレイス

©2017 Twentieth Century Fox Film Corporation

12/30 - 1/12

母と死別して叔父のフランクに育て
られたメアリーは、学校に通い始め
たことで特別な才能(ギフテッド)が
発覚。フランクはメアリーを特別扱い
しないと決めていたが、教育方針の
違う彼の母は２人を引き離そうとし
て…。『（500）日のサマー』のＭ・ウェ
ブ監督が贈るヒューマンドラマ。

オン・ザ・ミルキー・ロード

2016 / セルビア-イギリス-アメリカ/ 2h05
モニカ・ベルッチ/スロボダ・ミチャロヴィッチ

©2016 LOVE AND WAR LLC

12/30 - 1/5

エミール・クストリッツァ

戦争の前線にミルクを届ける配達人
のコスタは、村の美女からの求婚に
も気のない様子。そこに彼女の兄の
花嫁が難民キャンプからやって来る。
花嫁とコスタは一目見て恋に落ちる
が…。主演も兼ねたクストリッツァ監
督待望の新作は生命力に満ち溢れた
愛の讃歌！期待を裏切らない傑作！

ゲット・アウト

2017 / アメリカ / 1h44

ジョーダン・ピール
ダニエル・カルーヤ/アリソン・ウィリアムズ

©2017 UNIVERSAL STUDIOS All Rights Reserved

12/30 - 1/12

ジェイソン・ブラム

黒人の写真家クリスは白人の彼女ロー
ズの実家へ招待された。歓迎を受ける
ものの、黒人の使用人がいることに違和
感を覚える。その翌日のパーティ、白人
ばかりの中、ひとりの黒人青年がいた。
しかし彼は突如豹変し「出ていけ！」と
襲い掛かってきた。何かがおかしい―。
映画の常識を覆すサプライズ・スリラー。

プラネタリウム

2016 / フランス-ベルギー/ 1h48

レベッカ・ズロトヴスキ
ナタリー・ポートマン/リリー＝ローズ・デップ

©Les Films Velvet - Les Films du Fleuve - France 3 Cinema - Kinology - Proximus – RTBF

1/6 - 1/12

1930年代のフランス。死者を呼び寄
せる降霊術ショーで人気の美人姉
妹に映画製作者が近づいてくる。姉
妹の力でかつてない映画を作るのが
目的だというが…。ナタリー・ポート
マンとリリー＝ローズ・デップ（ジョ
ニー・デップの娘）の競演が話題を呼
ぶ、魅惑のミステリアス・ストーリー。

恋と嘘

2017 / 日本 / 1h46

古澤健 
森川葵 / 北村匠海 / 佐藤寛太 / 浅川梨奈

©2017「恋と嘘」製作委員会 ©ムサヲ／講談社

1/6 - 1/12

「超少子化対策法」により、国民の遺
伝子情報を分析し、政府によって最
良の結婚相手が選ばれる世界。まも
なく16 歳を迎える葵は運命の相手
を楽しみにしていたが、誕生日直前
に幼なじみに告白され気持ちが揺れ
動く。大人気漫画「恋と嘘」が、原作
と異なる物語として実写映画化！

ムサヲ

伊藤くん A to E

2018 / 日本 / 2h06

青塚美穂廣木隆一
岡田将生 / 木村文乃 / 佐々木希 / 志田未来

©「伊藤くん A to E」製作委員会

1/12 -

柚木麻子

落ち目の脚本家・莉桜は、モンスター
級の痛男（いたお）“ 伊藤 ”について悩
む[Ａ] ～[Ｄ]の女たちの恋愛相談を
脚本のネタにしようと企む。しかし、莉
桜の前に現れた“伊藤”もなぜか同じ
ネタで脚本を書いていた！“伊藤”の狙
いは何なのか？５人目の女[Ｅ]とは？
予測不能な震撼恋愛ミステリー！

2017 / 日本 / 2h03

白石和彌
阿部サダヲ / 蒼井優 / 松坂桃李 / 竹野内豊

沼田まほかる

シネマ歌舞伎 京鹿子娘五人道成寺
〈きょうかのこむすめごにんどうじょうじ〉

写真：岡本隆史

2018 / 日本 / 2h00 予定
坂東玉三郎/中村勘九郎/中村七之助/中村梅枝

1/13 - 2/2

「京鹿子娘道成寺」を五人で踊り分け
るこれまでにない演出。美しい衣装を
纏った花子が時には代わる代わる、時
には五人一緒に踊りつぐ、玉三郎と歌
舞伎の次世代を担う花形俳優たちに
よる華麗な舞踊をお楽しみください。
玉三郎、勘九郎による幻想的な舞踏

「二人椀久」との豪華二本立て！
一般 2,100 円／学生・小人 1,500 円

婚約者の友人

2016 / フランス-ドイツ/ 1h53

フランソワ・オゾン
ピエール・ニネ / パウラ・ベーア

1/13 - 1/19

アンナは第一次大戦で死んだ婚約者
の墓前で涙を流す謎の男を目撃する。
男は婚約者の友人を名乗り、彼が語
る思い出話はアンナの心を癒した。し
かし男はある告白を残して失踪する。
男の行方を追うアンナがたどり着い
た真実とは…？Ｆ・オゾンの技巧が冴
え渡るエレガントなミステリー。

©2015 MANDARIN PRODUCTION–X FILME–MARS FILMS–FRANCE 2 CINEMA-FOZ-JEAN-
CLAUDE MOIREAU

不都合な真実２
放置された地球

2017 / アメリカ / 1h38

ボニー・コーエン / ジョン・シェンク
アル・ゴア

©2017 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

1/20 - 2/2

環境問題に警鐘を鳴らし、社会現象
にまで発展したドキュメンタリー『不
都合な真実』の続編。前作から10年、
アル・ゴア元米国副大統領は環境保
護への取り組みを必死に訴え続けて
いたが、自然環境の悪化は深刻さを
増している。ゴア氏の闘いと、危機に
瀕した地球の現実に迫った必見作。

米軍（アメリカ）が最も恐れた男
その名は、カメジロー

2017 / 日本 / 1h47

佐古忠彦
瀬長亀次郎 / 稲嶺惠一　語り：山根基世 / 大杉漣

©TBS テレビ

1/27 - 2/2

第二次大戦後、アメリカ統治下の沖縄
で米軍に「NO」を叫び続けた政治家・
瀬長亀次郎。民衆の絶大な支持を得
て、弾圧を受けながらも那覇市長、そ
して国会議員を務めた。その知られざ
る実像と抵抗の人生を、稲嶺惠一元
沖縄県知事や亀次郎の次女など関係
者の証言をもとに紐解いてゆく。

坂本龍一

フラットライナーズ

2017 / アメリカ / 1h50

ニールス・アルデン・オプレヴ
エレン・ペイジ / ディエゴ・ルナ

2/3 - 2/16

死後の世界に興味を抱く５人の医学
生が、わずかの時間だけ心臓を止め
ることで臨死を体験する実験に熱中
する。実験は成功したかに見えたが、
やがて思いも寄らぬ恐ろしい影響が
現れはじめ…。1990年製作の同名映
画を現代風にリメイク。精神的な恐
怖が襲う戦慄のSFサイコスリラー。

勝手にふるえてろ

2017 / 日本 / 1h57

大九明子 
松岡茉優 / 渡辺大知 / 石橋杏奈 / 北村匠海

©2017 映画「勝手にふるえてろ」製作委員会

2/3 - 2/9

綿矢りさ

中学の同級生に10年間片思い中の24歳
の会社員ヨシカが会社の同僚に突然、告ら
れる。人生初の出来事に興奮するも、彼を
忘れられないヨシカが暴走する！『ちはや
ふる』で評価された松岡茉優初主演＆今
年の東京国際映画祭で観客から最も愛
された、綿矢りさ原作、大九明子監督作!!

第 30 回東京国際映画祭
観客賞 受賞

花筐 HANAGATAMI祈りの幕が下りる時

2018 / 日本 / 1h59 予定

福澤克雄
阿部寛 / 松嶋菜々子 / 溝端淳平 / 田中麗奈

マンハント

2018 / 中国 - 香港 / 1h50

ジョン・ウー
チャン・ハンユー/福山雅治/チー・ウェイ

©唐津映画製作委員会／ PSC 2017©2018 映画「祈りの幕が下りる時」製作委員会

©2017 Media Asia Film International Ltd. All rights Reserved

1/27 - 2/21/27 -

2/9 -

不能犯

2018 / 日本 / 1h46

白石晃士
松坂桃李/沢尻エリカ/新田真剣佑/間宮祥太朗

©宮月新・神崎裕也／集英社　2018「不能犯」製作委員会

2/1 -

東野圭吾 

宮月新 / 神崎裕也 西村寿行 

東京のあるアパートで発見された絞
殺死体。事件の鍵を握るのは、美しき
舞台演出家・浅居博美。しかし彼女
には確かなアリバイがあった。捜査を
進めるうちに、ある事実が加賀を激し
く動揺させる。それは加賀の母の失
踪の謎に繋がっていた―。「新参者」
シリーズ完結！感動のフィナーレへ。

1941年春、佐賀県唐津で暮らす叔母
の元に身を寄せる17歳の俊彦は、３
人の学友たちと勇気を試す冒険に興
じながら、女友達とも青春を謳歌して
いた。しかし彼らの純粋で自由な日常
はいつしか戦争の渦に飲み込まれ…。
大林宣彦監督がデビュー作以前に書
いていた幻の脚本を映画化。

不能犯…思い込みやマインドコント
ロールで相手を殺す犯罪。死因が病
死や自殺、事故に見えるため、立証
不可能。見つめるだけで、相手を死に
追いやる「不能犯」の男（松坂桃李）
と、唯一コントロールできない女刑事

（沢尻エリカ）が繰り広げるスリラー・
エンターテインメント！

国際弁護士であるドゥ・チウは、何者か
にハメられ突如として殺人事件の被疑
者に。逃走する彼を追う大阪府警の敏
腕刑事・矢村は、次第にこの事件に違
和感を覚え始める。故･高倉健主演の

『君よ憤怒の河を渉れ』が巨匠ジョン・
ウーにより再映画化。日本オールロ
ケのサスペンス･アクション超大作！

彼女がその名を知らない鳥たち
©2017 映画「彼女がその名を知らない鳥たち」製作委員会

1/13 - 1/26

下品で貧相な陣治を毛嫌いしながら、
その稼ぎに頼り怠惰に生活する十和
子。かつての恋人を忘れられず、似
通った男性との情事に溺れる一方、
元恋人の失踪に陣治が関与している
のではと疑い始める。不穏で不快な
人間関係がやがて愛の物語へと昇
華する鬼才・白石和彌監督最新作。

ネイビーシールズ
ナチスの金塊を奪還せよ！

2017 / フランス - ドイツ / 1h45

スティーブン・クォーレ
サリバン・ステイプルトン/チャーリー・ビューリー

©2016 EUROPACORP - STUDIO BABELSBERG Credit : Reiner Bajo

1/12 -

リュック・ベッソン

1995年、紛争末期のサラエボ。マット
率いるネイビーシールズの５人は、上
官も手を焼くシールズきってのならず
者たち。彼らの今回のミッションは、
敵陣ど真ん中の湖の底からナチスの
隠し金塊３億ドルを奪還すること！タ
イムリミットは８時間。奇想天外な作
戦でド派手に暴れまくる！

ジオストーム

1/19 -

気象コントロール衛星のおかげで、世
界中どこでも快適な気候を実現した
近未来。しかしある日、衛星が暴走し、
世界中が異常気象に見舞われた。開
発者の 1 人である科学者のジェイク
は、原因は衛星の故障ではないと考
えていて…。果たしてジェイクは地球
を救うことができるのか！？ 

©2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., SKYDANCE PRODUCTIONS, LLC AND 
RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC

嘘を愛する女

2018 / 日本 / 1h58

中江和仁
長澤まさみ / 高橋一生 /DAIGO / 川栄李奈

©2018「嘘を愛する女」製作委員会

1/20 -

ある日、恋人の桔平が意識不明の状
態で発見され、警察から彼の名前・職
業などが全て嘘だと知らされた由香
里。「彼は一体誰？」由香里は桔平が
書き留めた小説を頼りに秘密を追う
ことに。全てを失った果てに知る、本
物の愛とは…？長澤まさみ×高橋一
生が贈るラブサスペンス。

羊の木

2018 / 日本 / 2h06

吉田大八
錦戸亮 / 木村文乃 / 北村一輝 / 松田龍平

©2018「羊の木」製作委員会 ©山上たつひこ いがらしみきお／講談社

2/3 -

山上たつひこ/いがらしみきお

さびれた港町に移住してきた見知ら
ぬ６人の男女。その受け入れを支援
する市役所職員・月末は、全員に殺人
歴があることを知ってしまう。彼らは
生活に馴染んでゆくが、ある事故を機
に町に波紋が広がっていく。善と悪、
普通と異常、人間の境界に深く踏み
込む吉田大八監督最新作。

2017 / アメリカ / 1h32

マイケル・スピエリッグ/ピーター・スピエリッグ
マット・パスモア / カラム・キース・レニー

ジグソウ：ソウ・レガシー
©2017 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved

1/13 - 1/19

密室でバケツを被らされた男女５人
が、壁に設置された丸鋸へ鎖で繋がれ
ている。遺体安置室には殺人鬼“ジグ
ソウ”を彷彿とさせる半裸の変死体。
死体から抜き出したUSBの中には、
10年前に死んだはずのジグソウの声
が…。果たして５人の運命は？シリー
ズ最強の最新作が遂に降臨！

2017 / アメリカ / 1h49

ディーン・デヴリン
ジェラルド・バトラー/アンディ・ガルシア/エド・ハリス

2017 / アメリカ / 2h32

ライアン・ジョンソン
デイジー・リドリー / マーク・ハミル

スター・ウォーズ
最後のジェダイ

©2017 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

上映中

J・J・エイブラムス

フォースを覚醒させたレイと、ダース・
ベイダーを継ごうとするカイロ・レン。
“光”と“闇”の間で揺れ動く二人を
待ち受ける“衝撃の運命”とは？そし
て、遂に姿を現した伝説のジェダイ、
ルーク・スカイウォーカーは何をも
たらすのか？誰も観たことのない『ス
ター・ウォーズ』の幕が開く！

カンフー・ヨガ

2017 / 中国 - インド / 1h47

スタンリー・トン 
ジャッキー・チェン / アーリフ・リー

上映中

カンフーの達人でもある考古学者の
ジャック（ジャッキー・チェン）は、失
われた財宝探しを持ちかけられ世界
各地を巡ることに…。十八番のカン
フーアクションにインド映画のスパイ
スが絡み合う本作。ジャッキー×ボリ
ウッドがどんな化学反応を魅せてく
れるのか！？乞うご期待！！

©2017 SR MEDIA KHORGOS TAIHE SHINEWORK PICTURES SR CULTURE & 
ENTERTAINMENT. ALL RIGHTS RESERVED

女神の見えざる手

2016 / フランス - アメリカ / 2h12

ジョン・マッデン
ジェシカ・チャステイン/マーク・ストロング

©2016 EUROPACORP-FRANCE 2 CINEMA

1/13 - 1/19

政治、それはロビイストの陰の活動
によって動かされる世界。銃規制派
のロビイスト会社に移籍したエリザ
ベスは、持ち前の天才的な戦略を駆
使して目的の達成に迫る。しかしそこ
に思わぬ事件が発生し…。ジェシカ・
チャステイン主演で、政治の舞台裏を
リアルに描いた社会派サスペンス。

パディントン２

2017 / イギリス / 1h44

ポール・キング
ベン・ウィショー / ヒュー・グラント

©2017 STUDIOCANAL S.A.S All Rights Reserved.

1/19 -

マイケル・ボンド

あの紳士すぎるクマが帰ってくる！世
界に一つだけの飛び出す絵本をおば
さんクマのルーシーにプレゼントしよ
うとバイトに精を出すパディントン。し
かしその本は宝の地図だった！本が
盗まれ、濡れ衣を着せられてしまった
パディントンは、ブラウン一家と共に真
犯人を捕まえることができるのか!?

Ryuichi Sakamoto：CODA

2017 / アメリカ - 日本 / 1h42

スティーブン・ノムラ・シブル
坂本龍一

©2017 SKMTDOC, LLC

1/27 - 2/2

世界的な音楽家・坂本龍一を５年に
わたって密着取材し、坂本自身が「全
てさらけだした」と語るドキュメンタ
リー。幼少期の貴重な映像も織り交ぜ
ながら音楽の変遷を振り返るほか、
がん治療後の復帰作『レヴェナント』
の劇伴音楽や、最新アルバム制作の
裏側にも迫る。

スリー・ビルボード

2017 / イギリス - アメリカ / 1h56

マーティン・マクドナー
フランシス・マクドーマンド/ウディ・ハレルソン

©2017 Twentieth Century Fox

2/1 -

あゝ、荒野 前篇・後篇

©2017「あゝ、荒野」フィルムパートナーズ

1/20 - 2/2

兄貴分の復讐を誓う新次と、対人恐怖症
に悩む“バリカン”こと健二。ボクシングに
誘われた二人は、心の空白を埋めるかのよ
うにトレーニングを積み、絆を育んでゆく。
寺山修司唯一の長編小説を、2021年の
新宿を舞台に映画化。向こう見ずで刹那
の青春が現代の物語として鮮烈に蘇る。
前篇1/20 -1/26 ・後篇 1/27-2/2

ある田舎町で、娘を殺害された母親が、
事件を解決できない警察を批判する
３枚の巨大看板を立てる。警察や住民
との対立が激しくなっても彼女は屈し
なかったが、事態は思わぬ方向に転が
り出し…。時代を撃ち抜くドラマ性が高
評価を博すアカデミー賞有力候補作。

第 74 回ヴェネツィア国際映画祭 
脚本賞 受賞

2017 / 日本 / 前篇 2h37・後篇 2h27

岸善幸
菅田将暉/ヤン・イクチュン/ユースケ・サンタマリア

寺山修司

2017 / 日本 / 2h49
窪塚俊介/矢作穂香/常盤貴子/満島真之介

大林宣彦 檀一雄 

光

2017 / 日本 / 2h17

大森立嗣
井浦新 / 瑛太 / 長谷川京子 / 橋本マナミ

©三浦しをん／集英社 ©2017「光」製作委員会

1/20 - 1/26

三浦しをん

島で暮らす中学生の信之は、恋人の
美花を守るため男を殺してしまう。25
年後、信之は妻子と、美花は芸能界
で華やかに生きていたが、過去を知
る幼馴染みが現れたことで忌まわし
い記憶に翻弄されてゆく。日常に潜む
暴力を描いた三浦しをんの野心作を、
鬼才・大森立嗣監督が映画化。

小学生には助言・指導が必要です 15歳以上がご覧になれます 18歳以上がご覧になれます


