
鋼の錬金術師
©2017 荒川弘／ SQUARE ENIX ©2017 映画「鋼の錬金術師」製作委員会

12/1 -

荒川弘の伝説的コミックが遂に
完全実写映画化！幼い頃、禁断の

〈錬金術〉によって亡き母を生き
返らせようとし、兄エドは手足を、
弟アルは体すべてを失った。弟の
体を元に戻すために命をかける

兄と、彼を支える心優しい弟。失った
体を取り戻す手がかりを探すため、
壮大な冒険の旅が始まる！

2017 / 日本 / 2h13

荒川弘曽利文彦 
山田涼介/本田翼/ディーン・フジオカ/蓮佛美沙子

探偵は BAR にいる３
©2017「探偵は BAR にいる 3」製作委員会

12/1 -

ススキノを舞台に、大泉洋演じる
探偵と、松田龍平演じる相棒・高
田のコンビが活躍する待望のシ
リーズ第３弾！失踪した女子大
生を調査する二人は、モデル事務
所の美人オーナーに出会い翻弄

される。そこへ裏社会に通じた大物
実業家が立ちはだかり、予想外の大
事件に巻き込まれてゆく。

2016 / フランス-ドイツ-ベルギー/ 2h11

ポール・ヴァーホーヴェン
イザベル・ユペール / ロラン・ラフィット

エル ELLE

12/2 - 12/15

自宅で覆面の男に襲われたミシェル。
警察を頼らず自分で犯人を捜し始め
るが、周囲の男たち全員が疑わしく
見えてきて…。事件の真相は？そし
て次第に明らかになるミシェルの恐
るべき本性とは!?怪作の巨匠ヴァー
ホーヴェンとイザベル・ユペールが放
つ、危険すぎる官能サイコスリラー!!

©2015 SBS PRODUCTIONS - SBS FILMS- TWENTY TWENTY VISION FILMPRODUKTION - 
FRANCE 2 CINEMA - ENTRE CHIEN ET LOUP

2017 / 日本 / 1h56

三木康一郎
中条あやみ/志尊淳/小関裕太/真野恵里菜

福山リョウコ

劇場版 岩合光昭の世界ネコ歩き
コトラ家族と世界のいいコたち

2017 / 日本 / 1h44
岩合光昭　ナレーション：吉岡里帆

©Mitsuaki Iwago ©NHK ／ジーズ・コーポレーション

11/25 - 12/8

写真家の岩合光昭と共に、世界各国
の猫や街の様子を紹介する、NHK BS
プレミアム『岩合光昭の世界ネコ歩
き』。初の劇場版は、青森・津軽のリン
ゴ農家で暮らす猫・コトラとその家族
を中心に、世界６か国で出会った猫
たちの選りすぐりのシーンを再編集。
ナレーションは女優・吉岡里帆。

ジャスティス・リーグ
©2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC AND RATPAC ENTERTAINMENT, LLC

11/23 -　

2017 / アメリカ / 2h01

クリス・テリオ/ジョス・ウェドンザック・スナイダー
ベン・アフレック / ガル・ガドット

史上最強の超人スカウト作戦、
開始！スーパーマン亡き後、世界
崩壊の危機に、バットマンことブ
ルース・ウェインが集めたのは、
史上最強のパワーを持つ超人た
ち。しかし彼らは性格もバラバラ、

協調性のかけらもない。クセの強い
超人たちをまとめきれるのか？世界
は一人では救えない！

2017 / 日本 / 2h02

古沢良太吉田照幸
大泉洋 / 松田龍平 / 北川景子 / 前田敦子

東直己

泥棒役者

2017 / 日本 / 1h54

西田征史
丸山隆平 / 市村正親 / 石橋杏奈 / 宮川大輔

©2017「泥棒役者」製作委員会

上映中

昔の仲間に脅され、豪邸に忍び込ん
だ元・泥棒。彼は来客たちから豪邸
主人、絵本作家、編集者と次 と々別
人に間違えられ、その度「役」を演じ
るハメに。この鉢合わせが彼らの運命
を思わぬ方向へ導かせる…。豪華キャ
ストが屋敷に集結！偶然の出会いと
勘違いの会話から始まる喜劇。

2017 / 日本 / 2h01

板尾創路
菅田将暉 / 桐谷健太 / 木村文乃 / 川谷修士

又吉直樹 

火花
©2017「火花」製作委員会

11/23 -

お笑いコンビ・ピースの又吉によ
る芥川賞受賞作が満を持しての
映画化。メガホンを取るのは、芸
人でありつつ数多くの映画への出
演も果たす板尾創路。芽が出ずく
すぶる若手芸人と信念を持つ天

才肌の先輩芸人。「笑い」に魅せられ
た二人の男の10年間を綴る、アホで
愛おしい青春物語。

2017 / アメリカ / 1h54

ケネス・ブラナー
ジョニー・デップ / ジュディ・デンチ

アガサ・クリスティ

オリエント急行殺人事件
©2017Twentieth Century Fox Film Corporation

12/8 -

寝台列車オリエント急行で、富豪
ラチェットが殺された。乗客全員
が容疑者の中、世界一の名探偵・
ポアロが事件を推理していく…。
アガサ･クリスティの名作ミステ
リーが、ケネス・ブラナー監督＆

主演、ジョニー･デップやジュディ・
デンチ他超豪華キャストで新しく生
まれ変わる！

８年越しの花嫁  奇跡の実話

©2017 映画「8 年越しの花嫁」製作委員会

12/16 -

YouTubeの動画をきっかけに、書
籍化もされた奇跡の実話を映画
化！！結婚式の直前に原因不明の
病に倒れ意識不明となった花嫁。
新郎は彼女の側で回復を祈り続
け、ようやく目を覚ましてからも試

練が二人を待ち受ける。しかし結婚
を約束してから８年、ついに最高の
奇跡が二人に訪れる―。

カンフー・ヨガ
©2017 SR MEDIA KHORGOS TAIHE SHINEWORK PICTURES SR CULTURE & ENTERTAINMENT. ALL RIGHTS RESERVED

12/22 -

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！！

DESTINY 鎌倉ものがたり
©2017「DESTINY 鎌倉ものがたり」製作委員会

12/9 -

2017 / 日本 / 2h09 予定

山崎貴
堺雅人 / 高畑充希 / 堤真一 / 安藤サクラ

西岸良平

鎌倉に住むミステリー作家・正和
のもとに嫁いできた年若い亜紀
子。しかし、そこは人間と魔物たち
が仲良く暮らす摩訶不思議な町
だった…。堺雅人と高畑充希を
主演に『ALWAYS 三丁目の夕日』

チームが贈る、人間と人間ならざるも
のの交流が紡ぎ出す、笑いと感動の
冒険ファンタジー！

仮面ライダー平成ジェネレーションズ FINAL
ビルド＆エグゼイド with レジェンドライダー

「ビルド＆エグゼイド」製作委員会 ©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

12/9 -

2017 / 日本 / 時間未定

上堀内佳寿也
犬飼貴丈/飯島寛騎/西銘駿/佐野岳/福士蒼汰

石ノ森章太郎

謎の科学者が起動した巨大マシ
ンにより、突如仮面ライダービル
ドの世界の上空にエグゼイドの
世界が出現し、二つの世界が激
突する危機が訪れる。残された時
間は24時間。未曽有の事態にあ

の戦士たちが立ち上がる！フォーゼ
を経てスターになった福士蒼汰ら元
ライダー俳優陣が豪華参戦！

未成年だけどコドモじゃない
©2017 「みせコド」製作委員会 ©2012 水波風南／小学館

12/23 -

世間知らずのお嬢様・香琳が16歳
の誕生日に両親からプレゼントさ
れたのは、片想いの王子様・尚と
の結婚！しかしときめく香琳に対
して終始冷たい態度の尚。そんな
二人の結婚の秘密を、香琳に想い

を寄せる幼馴染みの五十鈴に知ら
れてしまい…。この冬贈るコドモじゃ
ない３人の恋物語！

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。

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。

ローガン・ラッキー

2017 / アメリカ / 1h59

スティーヴン・ソダーバーグ
チャニング・テイタム/ダニエル・クレイグ 

©2017 Incarcerated Industries Inc. All Rights Reserved.

上映中

不運続きで無職のローガン兄弟は、
爆弾のスペシャリストの囚人を脱獄さ
せ仲間にし、モーターレースの最中に
売上金を盗もうと企てるが…。ソダー
バーグの映画監督復帰作は、チャニン
グ・テイタムやダニエル・クレイグら
豪華キャストが巻き起こすクライム・
エンターテインメント！

2017 / 日本 / 時間未定

英勉 
中島健人 / 平祐奈 / 知念侑李 / 山本舞香

水波風南

リベンジgirl
©2017「リベンジ girl」製作委員会

12/23 -

2017 / 日本 / 時間未定

三木康一郎
桐谷美玲 / 鈴木伸之 / 清原翔 / 馬場ふみか

清智英 / 吉田恵里香

東大首席でミスキャンパス１位の
宝石美輝は頭脳明晰＆容姿端麗
だが、残念なことに極度の性格ブ
ス！そんな彼女が大失恋を機に、
男にリベンジを誓う。それは「女性
初の総理大臣」になる事！報道番

組のキャスター＆「世界で最も美し
い顔100人」の常連・桐谷美鈴が魅
せるラブコメディ！

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

2017 / 日本 / 1h59

瀬々敬久
佐藤健/土屋太鳳/北村一輝/浜野謙太/中村ゆり

岡田惠和

覆面系ノイズ
©2017「覆面系ノイズ」製作委員会

11/25 -

歌が大好きな女の子ニノが歌い
続ける理由、それは幼い頃に離れ
ばなれになった初恋相手に自分
を見つけ出してもらうため。高校
生になって人気覆面バンドに誘
われたニノは、ボーカルとして本

格的に音楽活動を始める。彼との
再会を信じて…。片想いが交錯する
人気恋愛マンガを実写化！

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


