
トランスフォーマー
最後の騎士王

8/4 -

第１作から10年。映像革命シリーズの
新３部作始動！オプティマス不在の
地球でメガトロン対オートボットと人
類の戦いが続く中、太古より金属生命
体が地球の歴史に干渉していた事実
が判明する。やがてオプティマスが帰
還。しかし彼は“創造主”の手によっ
て人類を滅ぼす破壊者と化していた！

2017 / アメリカ / 2h29

マイケル・ベイ
マーク・ウォールバーグ/ローラ・ハドック

©2016 Industrial Light & Magic, a division of Lucasfilm Entertainment Company Ltd.,
All Rights Reserved

ジョジョの奇妙な冒険
ダイヤモンドは砕けない　第一章

8/4 -

大人気漫画シリーズ「ジョジョの奇
妙な冒険」が、30周年でまさかの実
写化！美しい海沿いの町・杜王町で
次々に起こる、変死事件などの奇妙
な出来事。見た目は不良だが心根の優
しい高校生・東方丈助は、“スタンド”
と呼ばれる特殊能力を使い、仲間と
共に愛する町を守るため立ち上がる！

©2017 映画「ジョジョの奇妙な冒険　ダイヤモンドは砕けない　第一章」製作委員会©LUCKY LAND COMMUNICATIONS ／集英社

2017 / 日本 / 1h59

荒木飛呂彦三池崇史
山﨑賢人 /伊勢谷友介/神木隆之介/小松菜奈

スパイダーマン：ホームカミング

2017 / アメリカ / 2h13

ジョン・ワッツ 
トム・ホランド / ロバート・ダウニー・Jr.

©Marvel Studios 2017. ©2017 CTMG. All Rights Reserved.

8/11 -

マーベル・シネマティック・ユニバー
スに本格参戦したスパイダーマン、
待望の新シリーズ！アイアンマンこと
トニー・スタークから新たなスーツを
貰ったヒーロー気取りの高校生ピー
ター・パーカー。巨大な翼をもった怪
物を前に、真のヒーローに目覚めてゆ
く成長と奮闘を活写する！

怪物はささやく

2016 / アメリカ - スペイン / 1h49

J・A・バヨナ
ルイス・マクドゥーガル / シガニー・ウィーバー

8/12 - 8/18

パトリック・ネス

難病の母と暮らす少年コナーのもと
に怪物が現れる。３つの物語を聞かせ
る代わりに、真実を語れというのだ。
怪物の紡ぐ寓話的で幻想に満ちた
物語は、コナーの秘めた衝動を突き
動かしてゆく。イギリスの傑作児童
文学を『パンズ・ラビリンス』の製作
陣が映画化した葛藤と赦しの物語。

©2016 APACHES ENTERTAINMENT, SL; TELECINCO CINEMA, SLU; A MONSTER CALLS, 
AIE; PELICULAS LA TRINI, SLU.All rights reserved.

ローマ法王になる日まで

2015 / イタリア / 1h53

ダニエーレ・ルケッティ
ロドリゴ・デ・ラ・セルナ/セルヒオ・エルナンデス

©TAUDUE SRL 2015

8/12 - 8/18

2013年に第266代ローマ法王に就
任し、絶大な支持を集めるフランシ
スコの壮絶な半生を映画化。アルゼ
ンチンに生まれ神学を学んだ彼は
35 歳の若さで管区長に任命される。
だが、軍事独裁政権の足音が近づいて
いた。常に民衆に寄り添いたいと願っ
た、彼の信念と勇気に迫る感動作！

HiGH&LOW THE MOVIE２
END OF SKY

2017 / 日本 / 時間未定

久保茂昭 / 中茎強 
岩田剛典/登坂広臣/TAKAHIRO/AKIRA/白濱亜嵐

©2017「HiGH&LOW」製作委員会

8/19 -

累計600万視聴、EXILE HIRO企画プロ
デュースのエンタテインメント『HiGH&
LOW』が2017超進化！５つのチームが
拮抗するSWORD地区だったが、かつ
てない最凶軍団を前に、遂にSWORD
の想いはひとつになる。超全員主役、
総勢100名超えの豪華キャストで描き
出す、熱い闘いと友情のドラマ！

映画 山田孝之３D

2017 / 日本 / 1h17

松江哲明/山下敦弘
山田孝之/芦田愛菜

©2017「映画　山田孝之」製作委員会

8/19 - 9/1

カメラを前に男は語り出す。自身の過
去、現在、そして未来を。その男の名
は山田孝之。ドキュメンタリードラマ
をきっかけに制作された本作は、山
田の脳内を体感できる唯一無二の
３D映画。摩訶不思議な山田の世界
に我々は何を見るのか？全人類に
告ぐ！これが山田孝之のすべてだ！

海辺のリア

2017 / 日本 / 1h45

小林政広
仲代達矢 / 黒木華 / 原田美枝子 / 小林薫 / 阿部寛

©「海辺のリア」製作委員会

8/19 - 8/25

認知症を疑われ、老人ホームに送ら
れた老優・兆吉。ある日、施設を脱
走して海辺をさまよっていたところ、
かつて妻とは別の女に産ませた娘と
出会う。小林政広監督の『春との旅』

『日本の悲劇』に続く仲代達矢主演
作。シェイクスピアの「リア王」をモ
チーフに人間の業を描き抜く。

トンネル
闇に鎖（とざ）された男

2016 / 韓国 / 2h07

キム・ソンフン 
ハ・ジョンウ / ペ・ドゥナ / オ・ダルス 

8/26 - 9/1

トンネル崩落事故に遭遇し、車ごと閉
じ込められた一人の男。あるのはペッ
トボトルの水２本、娘へのケーキ、充
電率78％の携帯電話のみ。男は生還
できるのか？韓国で700万人動員の
大ヒットを記録。『お嬢さん』のハ・
ジョンウ、ペ・ドゥナ、オ・ダルスら
演技派が魅せる緊迫の127分！

©2016 SHOWBOX, ANOTHER SUNDAY, HISTORY E&M AND B.A. ENTERTAINMENT
ALL RIGHTS RESERVED.

乱 ４K デジタル修復版

1985 / 日本 - フランス / 2h42
仲代達矢 / 寺尾聰 / 根津甚八 / 隆大介

©1985 KADOKAWA/STUDIO CANAL

8/26 - 9/1

黒澤明

監督・黒澤明の作家性を凝縮した晩
年の最高傑作。激しい騎馬戦や燃え
上がる城のダイナミズム、色彩豊かで
観念的な様式美は、今なお観客をた
だただ圧倒させるだろう。シェイクス
ピア「リア王」や毛利元就「三本の矢」
をベースに、裏切り、憎み合う人間の
愚行を俯瞰した究極の悲劇。

マイ  ビューティフル  ガーデン

2016 / イギリス / 1h32

サイモン・アバウド
ジェシカ・ブラウン・フィンドレイ/トム・ウィルキンソン

©This Beautiful Fantastic UK Ltd 2016

9/2 - 9/8

不器用で引っ込み思案のベラ。植物
恐怖症でもある彼女は庭を荒れ放
題にしていたため、アパートの退去を
勧告されてしまう。困り果てて偏屈な
園芸家の隣人に助けを求めるが…。
庭を愛することは人生を愛すること。
ガーデニングの本場イギリスから届
いた心温まるヒューマンドラマ。

ゴールド 金塊の行方

2017 / アメリカ / 2h01

スティーヴン・ギャガン
マシュー・マコノヒー/エドガー・ラミレス

©2017 Sony Pictures Entertainment (Japan) Inc. All rights reserved.

8/26 - 9/8

1988 年、アメリカ。ビジネスで失敗続
きのケニーは鉱山ビジネスに目を付
け、謎めいた地質学者マイクと手を組
む。そしてインドネシアの奥深いジャ
ングルで史上最大の金鉱脈を発見す
るのだが…。名優マシュー・マコノヒー
が製作＆主演を務め、体重18kg 増
量で挑んだ実話に基づく意欲作！

世界にひとつの金メダル

2013 / フランス - カナダ / 2h10

クリスチャン・デュゲイ
マリナ・ハンズ / ダニエル・オートゥイユ

9/2 - 9/8

ピエールは父から馬術の英才教育を
受けてきたが、期待に耐えかねて弁護
士の道に進む。しかし馬術への情熱は
捨てきれず、気性の荒い若馬とともに
再びオリンピック出場を目指す。感動
的な実話を才人ギョーム・カネの主
演・脚本で映画化。ロス・ソウル五輪
を完全再現したシーンが壮観！

©2013 - ACAJOU FILMS - PATHE PRODUCTION - ORANGE STUDIO - TF1 FILMS 
PRODUCTION - CANEO FILMS - SCOPE PICTURES - CD FILMS JAPPELOUP INC.

ギョーム・カネ

劇場版 魔法科高校の劣等生
星を呼ぶ少女

2017 / 日本 / 1h30

吉田りさこ
中村悠一 / 早見沙織 / 内山夕実 / 寺島拓篤

8/12 - 8/25

佐島勤

佐島勤の人気小説シリーズ初の劇場
版！魔法師を養成する魔法科高校に
通う劣等生の司波達也と妹で優等生
の深雪。春休みを迎え別荘で羽を伸
ばす達也たちの前に、国防海軍基地
から脱走してきた少女・九亜が現れ、
ある願いを告げる―。忍び寄る危機
に、再び “最強”が解放される！

©2016 佐島勤／ KADOKAWA アスキー・メディアワークス刊／
劇場版魔法科高校製作委員会

トリガール！

2017 / 日本 / 1h38

英勉
土屋太鳳 / 間宮祥太朗 / 高杉真宙

新感染 ファイナル・エクスプレス

2016 / 韓国 / 1h58

ヨン・サンホ 
コン・ユ/チョン・ユミ/マ・ドンソク/キム・スアン

©2017「トリガール！」製作委員会

9/1 - 9/1 -

中村航

毎年琵琶湖で開催される「鳥人間コ
ンテスト」に全てを懸ける大学生を
描いた中村航の人気小説が映画化！

『ヒロイン失格』の監督のもと、主演
の土屋太鳳が“毒舌”を武器に新境
地に挑戦！漕いで、叫んで、ガンを飛
ばし、最高の熱量で撮影された空飛
ぶ青春エンターテインメント！！

韓国アニメに革命を起こした新鋭ヨ
ン・サンホ監督の初実写長編作品。
時速300㎞で走り続ける高速鉄道で
突如発生した謎のウイルス感染。終着
駅までの２時間、車内でゾンビと化し
た感染者と残された乗客との生死を
かけた戦いが始まるー。韓国製ノンス
トップ・サバイバルムービー！！

2017 / アメリカ / 2h21

パティ・ジェンキンス
ガル・ギャドット/クリス・パイン/ロビン・ライト

ザック・スナイダー

フェリシーと夢のトウシューズ

2016 / フランス - カナダ / 1h29

エリック・サマー
土屋太鳳/黒木瞳/花江夏樹/夏木マリ/熊川哲也

©2016 MITICO-GAUMONT-M6FILMES-PCF BALLERINA LE FILM INC.

8/12 -

19世紀末、フランスの北西部にある自
然豊かな町ブルターニュの孤児院で
暮らすフェリシーはバレリーナになる
夢を抱いていた。発明家になる夢を
もつ親友のヴィクターと一緒に孤児
院を抜けだし二人は夢をかなえるた
め憧れのパリ・オペラ座を目指す！
―夢に恋する少女たちの感動の物語。

ファウンダー
ハンバーガー帝国のヒミツ

2016 / アメリカ / 1h55

ジョン・リー・ハンコック
マイケル・キートン / ニック・オファーマン

©2016 Speedee Distribution, LLC. All Rights RESERVED  

8/19 - 9/1

1954年、シェイクミキサーのセール
スマン、レイ・クロックは、ディック＆
マック兄弟の経営するハンバーガー
店「マクドナルド」に出会う。利益を
追求するクロックと兄弟の関係は次
第に悪化し、全面対決へと発展。誰
もが知っているマクドナルドの、誰も
知らない誕生のウラが暴かれる！

Smoke スモーク
デジタルリマスター版

1995 / アメリカ-ドイツ-日本/ 1h53

ウェイン・ワン
ハーヴェイ・カイテル / ウィリアム・ハート

ワンダーウーマン
©1995 Miramax/N.D.F./Euro Space

君はひとりじゃない

2015 / ポーランド / 1h30

マウゴシュカ・シュモフスカ
ヤヌシュ・ガヨス / マヤ・オスタシェフスカ

結婚

2017 / 日本 / 1h58

尾崎将也西谷真一
ディーン・フジオカ/柊子/中村映里子/松本若菜

©Jacek Drygala

©2017「結婚」製作委員会

8/19 - 8/25 8/25 -

8/12 - 8/18

8/26 - 9/1

ポール・オースター

井上荒野

1995年公開のこの作品をオールタ
イムベストに挙げる映画ファンは多
いのではないでしょうか。ブルックリ
ンの小さな煙草屋に集う男たち女た
ち。嘘と本当、過去と現在を巧みに
交差させながら彼らの日常を淡 と々
語る。ほろ苦く、そして優しい余韻が
心に残る味わい深い人間ドラマ。

DCコミックで圧倒的人気！女性初の
スーパーヒーローがいよいよスクリー
ンを飾る！孤立した女性だけの島の
プリンセスにして、圧倒的な強さを誇
る美女戦士ワンダーウーマン。ある
男性との出会いにより、彼女の運命
は大きく動き出す…。おもしろいほど
強すぎる彼女の戦いを見届けよ！

事故で妻を亡くし感情を表に出せな
くなった夫と、心を閉ざしたその娘。
食事を拒否し痩せ細ってゆく娘を、
父はあるセラピストに託した。最愛の
人の死を経験した者たちの心と身体
の関係性、見えるものと見えないもの
の境界を繊細に描く愛と再生の物語。

「結婚しよう」夢のような言葉のはず
が、彼にとってはそれが別れの言葉
だった。結婚詐欺師を生業とする古
海は、端正な顔立ちと甘い言葉で女
性を騙し、金を奪い続けていた。しか
し実生活では愛する妻と幸せに暮ら
していて…。彼が抱える“秘密”とは？
ディーン・フジオカ主演最新作。

劇場版 生徒会役員共

2017 / 日本 / 時間未定

氏家ト全金澤洪充
浅沼晋太郎 / 日笠陽子 / 佐藤聡美 / 斎藤千和

9/2 - 9/15

連載開始から10年、ついに『生徒会
役員共』が劇場版をヤッちゃいます！
少子化の影響で女子高から共学と
なった私立桜才学園を舞台に、生徒
会副会長の津田タカトシ＆生徒会の
面々はスクリーンでも大暴れ！！本格
派脱力系（？）アニメーションの金字塔
は劇場でも「ピー音」連発か！？

彼女の人生は間違いじゃない

2017 / 日本 / 1h59

廣木隆一 
瀧内公美/光石研 /高良健吾/柄本時生/篠原篤

©2017「彼女の人生は間違いじゃない」製作委員会

8/26 - 9/1

震災後のいわき市。仮設住宅で父
と暮らすみゆきは市役所に勤める傍
ら、週末は東京でデリヘル嬢のアル
バイトをしている。賠償金をパチンコ
につぎ込む父、震災のインタビュー
に詰まる同僚。帰る場所も進む未来
も見えない者たちが光を求める姿を
描く、福島出身の廣木隆一監督作。

タレンタイム 優しい歌

2009 / マレーシア / 1h55

ヤスミン・アフマド
パメラ・チョン/マヘシュ・ジュガル・キショール

©Primeworks Studios Sdn Bhd

9/2 - 9/8

ブランカとギター弾き

2015 / イタリア / 1h17

長谷井宏紀
サイデル・ガブテロ / ピーター・ミラリ

©2015-ALL Rights Reserved Dorje Film

9/2 - 9/8

ヴェネチア映画祭の出資を得て撮影
された長谷井宏紀監督の初長編。
マニラの路上で暮らす孤児のブラン
カは「お母さんをお金で買う」ことを
思いつく。盲目のギター弾きピーター
から、歌でお金を稼ぐ方法を教わり
仕事を得るが…。ピュアで力強いエ
ネルギーに満ちたロードムービー。

とあるマレーシアの高校で音楽コン
クール“タレンタイム（才能の時間）”
が開催される。コンクールを通して明
らかになるのは、多民族国家に暮ら
す若者たちの民族や宗教に対する
葛藤と、普遍的な感情だ。今は亡き
ヤスミン・アフマド監督の傑作が８年
の歳月を経て待望の劇場公開！

© 氏家ト全・講談社 / 桜才学園生徒会視聴覚室社©King Record.Co.,Ltd. All Rights Reserved.

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

©2016 NEXT ENTERTAINMENT WORLD & REDPETER FILM. All Rights Reserved.

加藤正人

フリー・ファイヤー

2016 / イギリス - フランス / 1h30

ベン・ウィートリー
ブリー・ラーソン / アーミー・ハマー

©Rook Films Freefire Ltd / The British Film Institute / Channel Four Television
Corporation 2016 / Photo:Kerry Brown

8/19 - 8/25

マーティン・スコセッシ

場末の倉庫に集った２組のギャング
たち。簡単な銃取引が行われるだけ
のはずが、ひとつのトラブルをきっか
けに壮絶な銃撃戦に発展し…。豪華
クセ者キャストが90分間ノンストッ
プで銃をぶっ放しまくる！生き残るの
は誰だ!?スコセッシ製作総指揮、最
狂の密室バトルロイヤルが開幕!!

スキップ・トレース

2016 / アメリカ - 中国 - 香港 / 1h47

レニー・ハーリン
ジョニー・ノックスビル/ファン・ビンビン

9/1 -

ジャッキー・チェン

香港の刑事ベニーはアメリカ人詐欺
師のコナーを追って単身ロシアへ乗
り込む。逮捕したのも束の間、なぜか
様々な組織に追われる羽目に ! 厄介
者のコナーに怒り心頭のベニー。相
性最悪コンビの大逃亡の行方は!?
ジャッキーが20年以上温めてきた企
画を『ダイ・ハード２』の監督が映画化！

第 65 回ベルリン国際映画祭
銀熊賞 受賞

二度めの夏、二度と会えない君

2017 / 日本 / 1h46

赤城大空中西健二
村上虹郎 / 吉田円佳 / 加藤玲奈 / 山田裕貴

©2017 赤城大空・小学館／「二度めの夏、二度と会えない君」パートナーズ

9/1 -

不治の病で亡くなる直前だった燐に
告白し、彼女を動揺させたことを後悔
していた智が、タイムリープで半年前
に戻る。そして二度目の夏を体験す
る。燐たちとバンドを組み、高校の文
化祭でライブを成功させた夏を…。
人気ライトノベルを実写化した、切な
くて甘酸っぱい青春ラブストーリー。

フィフティ・シェイズ・ダーカー

2017 / アメリカ / 1h58

ジェームズ・フォーリー
ダコタ・ジョンソン / ジェイミー・ドーナン
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8/26 - 9/8

恋愛未経験の女子大生アナが若き
大富豪グレイに見初められ、倒錯し
た恋愛に溺れる様を描いた前作。今
作は、愛を受け止めきれずに去った
アナをグレイが追う。アナが出した

〈新たな条件〉の下、関係を修復した
かに見えた２人だったが、ある人物に
よりグレイの驚愕の過去が暴かれ…。

©2015 TALENT INTERNATIONAL FILM CO., LTD. & DASYM ENTERTAINMENT, 
LLC ALL RIGHTS RESERVED

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


