
blank13（ブランク13）

2017 / 日本 / 1h10

齊藤工
高橋一生/リリー・フランキー/松岡茉優

©2017「blank13」製作委員会

4/6 - 4/19

はしもとこうじ

13年前に失踪した父の消息が判明
し、息子のコウジは病室を訪ねた。
父は癌に侵されており、隔たりを埋め
られないまま三ヶ月後に他界。そして
迎えた葬儀の日、参列者たちの言葉
から家族の知らない父の姿が浮かび
上がってゆく。熱狂的な映画フリーク
で知られる斎藤工の長編初監督作。

ロング，ロングバケーション

2017 / イタリア / 1h52

パオロ・ヴィルズィ
ヘレン・ミレン / ドナルド・サザーランド

©2017 Indiana Production S.P.A.

4/6 - 4/19

アルツハイマー進行中の夫ジョンと
末期がんの妻エラは、心残りを遂げ
る旅に出る。キャンピングカーを走ら
せ、目指すは敬愛するヘミングウェイ
の家。病院なんてまっぴら、「ただい
ま」もいらない。最後の瞬間まで人生
を謳歌しようとする夫婦の姿を溢れ
るユーモアと希望で描き出す。

トレイン・ミッション

2018 / アメリカ - イギリス / 1h45

ジャウム・コレット＝セラ
リーアム・ニーソン / ヴェラ・ファーミガ

©STUDIOCANAL S.A.S.

3/30 -

突然リストラに遭い失意のマイケル
は、走行中の通勤電車で、「乗客の中
からある人物を探してほしい」と見知
らぬ女に持ちかけられる。高額な報
酬に目がくらみ引き受けたものの、そ
こには巨大な陰謀が巧妙に仕掛けら
れていた！闘う父親と言えばこの人、
リーアム・ニーソンの主演最新作！

ヴァレリアン
千の惑星の救世主

2017 / フランス / 2h17

リュック・ベッソン
デイン・デハーン / カーラ・デルヴィーニュ

©2017 VALERIAN S.A.S. - TF1 FILMS PRODUCTION

3/30 -

西暦2740年、連邦捜査官のヴァレリ
アンとローレリーヌは、パトロール中
に様々な種族が共存する“千の惑星
の都市”を訪れるが、そこでは邪悪な
陰謀が渦巻いていた。宇宙ステーショ
ンの超絶ビジュアルや、銀河中を駆
け巡る展開に大興奮！リュック・ベッ
ソン史上最大のSF 超大作！

2017 / アメリカ / 1h56

ジョシュ・シンガースティーヴン・スピルバーグ
メリル・ストリープ / トム・ハンクス

ペンタゴン・ペーパーズ
最高機密文書

©Twentieth Century Fox Film Corporation and Storyteller Distribution Co., LLC.

3/30 -

1971年、ニューヨークタイムズはベト
ナム戦争に関する機密文書の存在を
スクープするが、政府により差し止め
られる。ワシントンポスト初の女性発
行人キャサリンと編集主幹のベンは
独自に全文を入手するが…。権力に
屈さず、真実の報道に尽力した記者
の熱意を描く社会派ドラマ。

レッド・スパロー

2017 / アメリカ / 2h20

フランシス・ローレンス 
ジェニファー・ローレンス / ジョエル・エドガートン

©2018Twentieth Century Fox Film Corporation

3/30 -

事故によりバレエの道を閉ざされたド
ミニカは、ロシア政府の諜報員養成
施設に送られる。誘惑や心理操作で
情報を入手する工作員「スパロー」と
して頭角を表した彼女は、ロシア機密
を探るCIA捜査官ナッシュに接近す
るが…。元CIA局員による同名小説
を映画化したスパイアクション。

ジュピターズ・ムーン

2017 / ハンガリー - ドイツ / 2h08

マルツェル・レーヴ コーネル・ムンドルッツォ 
メラーブ・ニニッゼ / ゾンボル・ヤェーゲル

2017©PROTON CINEMA - MATCH FACTORY PRODUCTIONS - KNM

4/6 - 4/12

訳アリで難民救護キャンプで働く医
師と、そこに運び込まれた重力を操
り浮遊するシリアの青年。ふたりを取
り巻く人々の思惑・衝突・事件、虚構
とリアル。ほぼCGを使わず美しい空
中浮遊を活写したムンドルッツォ監
督とカメラのマルツェル・レーヴの名
を心に刻み込め！

さよならの朝に
約束の花をかざろう

2018 / 日本 / 1h55

岡田麿里
石見舞菜香 / 入野自由 / 茅野愛衣 / 梶裕貴

©PROJECT MAQUIA

4/13 - 4/26

数百年の寿命を持つ少女マキアは、
長寿の血を求め攻め込んできた軍隊
に仲間も帰る場所も奪われてしまう。
逃げる途中に出会った赤ん坊と生活
を共にするが、時間の流れが異なる
二人の心は次第にすれ違ってゆく…。

『心が叫びたがってるんだ。』脚本の
岡田麿里による初監督作品。

アバウト・レイ 16 歳の決断

2015 / アメリカ / 1h32

ゲイビー・デラル 
エル・ファニング / ナオミ・ワッツ

©2015 Big Beach, LLC. All Rights Reserved.

4/13 - 4/19

16 歳になったレイは、身体的にも男性
として生きることを決意する。手渡さ
れたホルモン治療の資料に、母のマ
ギーは動揺。だが、自分に正直に生き
るレイの姿を見て、治療の同意書にサ
インをもらうため別れた夫に会いに行
くが…。家族の在り方を爽やかに描く、
等身大の人間ドラマ。

アウトサイダーズ

2016 / イギリス / 1h39

アダム・スミス
マイケル・ファスベンダー/ブレンダン・グリーソン

5/4 - 5/10

犯罪を生業に、社会に属さず暮らして
きたカトラー・ファミリー。跡継ぎの
チャドは幼い子どもたちのために家業
から足を洗おうとするが、絶対的な力
でコミュニティを支配する父の存在が
立ちはだかる。悪しか知らずに生きて
きた男たちの哀しき生き様がぶつかり
合うクライム・アクション。

©BFI, CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION AND TRESPASS AGAINST
US LIMITED 2015

トム・ローランズ

THE PROMISE 君への誓い

2016 / スペイン - アメリカ / 2h14

テリー・ジョージ
オスカー・アイザック/クリスチャン・ベイル

4/20 - 4/26

1914 年、トルコに暮らすアルメニア
人の青年ミカエルは、医学生として新
たな生活に胸を躍らせていた。だが
第一次大戦を機に民族主義が台頭
し、アルメニア人への差別と弾圧が
強まってゆく。『ホテル・ルワンダ』の
名監督が150万人虐殺の悲劇に光を
当てた壮大な近代史ドラマ。

©2016 THE PROMISE PRODUCCIONES AIE-SURVIVAL PICTURES,LLC. 
ALL Right Reserved.

ゆれる人魚

2015 / ポーランド / 1h32

アグニェシュカ・スモチンスカ
キンガ・プレイス/ミハリーナ・オルシャンスカ

©2015WFDIF, TELEWIZJA POLSKA S.A, PLATIGE IMAGE

4/20 - 4/26

1980年代、共産主義下のポーランド。
とあるナイトクラブにスターが誕生
した。それは美しく野性的な人魚の姉
妹。一人はベーシストの青年と初め
ての恋に落ち、一人は本能のままに人
間を食い漁る。奇妙、奇天烈、摩訶
不思議。少女の成長を幻想的に描い
た大人のためのお伽噺。

謎の天才画家ヒエロニムス・ボス

2016 / スペイン - フランス / 1h30

ホセ・ルイス・ロペス＝リナレス
ラインダー・ファルケンブルグ/オルハン・パムク

©Museo Nacional del Prado ©Lopez-Li Films

4/13 - 4/19

ブリューゲルなどにも多大な影響を与
えた中世の画家、ヒエロニムス・ボス。
しかし現存する作品はわずかで、人
物像も生年月日も不明。そんな謎に
包まれたボスの最高傑作、グロテス
クな奇想に満ちた三連祭壇画「快楽
の園」を、プラド美術館全面協力のも
と徹底解析するドキュメンタリー。

となりの怪物くん

2018 / 日本 / 1h46 予定

月川翔 
菅田将暉/土屋太鳳/山田裕貴/池田エライザ

©2018 映画「となりの怪物くん」製作委員会 ©ろびこ／講談社

4/27 -

互いに友人のいない雫と春は、ふと
したことで知り合い徐々に打ち解け
ていく。気付けば二人の周りには個
性的な仲間が集まり、これまで縁の
なかった友情や恋愛を経験すること
になり…。『キミスイ』のヒットも記憶
に新しい月川翔監督が贈る、不器用
だけどまっすぐで眩しい青春物語。

ホース・ソルジャー

2018 / アメリカ / 2h10

ニコライ・フルシー
クリス・ヘムズワース / マイケル・シャノン

©2018 BY HS FILM, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

5/4 -

2001年９月11日のその翌日、アメリ
カはタリバンに反撃を開始。最前線
部隊に志願したミッチ・ネルソン大尉
は、テロ集団の拠点を制圧すべく、わ
ずか 12 人で現地へ乗り込んだ。作戦
期間は３週間、敵勢は５万人。険しい
山岳地帯のため、一行は馬による移
動と戦闘を強いられるが…。

リズと青い鳥

2018 / 日本 / 時間未定

吉田玲子山田尚子

©武田綾乃・宝島社／「響け！」製作委員会

4/21 -

武田綾乃 

吹奏楽部でオーボエ担当の鎧塚みぞ
れとフルート担当の傘木希美。高校最
後のコンクールの自由曲「リズと青い
鳥」にはオーボエとフルートが掛け合う
ソロがあった。親友のはずの二人、だ
が演奏は距離を感じさせるもので…。

『聲の形』のメインスタッフが贈る、心
に響く美しくも儚い青春ストーリー。

ダウンサイズ

2017 / アメリカ / 2h15

アレクサンダー・ペイン 
マット・デイモン / クリステン・ウィグ

©2018 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

4/13 - 4/26

人口増加で住みづらくなった地球で
人間を1/14に縮小＝ダウンサイズす
る技術が開発された。縮小後の世界
では少ない資産でも優雅な生活を送
れるはずだと、希望をもってダウンサ
イズすることを決めたポール（マット・
デイモン）。しかし、彼を待ち受けてい
たのは予想もしない人生だった…。

ママレード・ボーイ

2018 / 日本 / 時間未定

廣木隆一
桜井日奈子/吉沢亮/佐藤大樹/優希美青/筒井道隆

©吉住渉／集英社 ©2018 映画「ママレード・ボーイ」製作委員会

4/27 -

吉住渉

高校生の光希と遊は、ある日突然、互
いの両親の離婚＆パートナーを交換
した再婚を契機に一緒に暮らすこと
になる。６人２家族での共同生活に戸
惑う光希だが次第に遊に惹かれてい
き…。90年代から愛され続ける少女
漫画を、恋愛映画の名手、廣木隆一
監督が実写化のメガホンをとる。

ナチュラルウーマン

2017 / チリ-アメリカ-ドイツ-スペイン/ 1h44

セバスティアン・レリオ
ダニエラ・ヴェガ / フランシスコ・レジェス

4/20 - 4/26

最愛の恋人が急死し、悲しみに暮れる
トランスジェンダーの歌手マリーナ。
葬儀への参列さえも拒まれるなど、容
赦ない差別や偏見にさらされるが…。
世界が注目する“新人女優”ダニエ
ラ・ヴェガが主人公を熱演。自分らし
く、誇り高く生きる姿が熱く胸を打つ。

©2017 ASESORIAS Y PRODUCCIONES FABULA LIMITADA; PARTICIPANT PANAMERICA, 
LCC; KOMPLIZEN FILM GMBH; SETEMBRO CINE, SLU; AND LELIO Y MAZA LIMITADA

第 90 回アカデミー賞
外国語映画賞 受賞

ハッピーエンド

2017 / フランス-ドイツ-オーストリア/ 1h47

ミヒャエル・ハネケ
イザベル・ユペール/ジャン＝ルイ・トランティニャン

5/4 - 5/17

ビッグ・シック
ぼくたちの大いなる目ざめ

2017 / アメリカ / 2h00

マイケル・ショウォルター
クメイル・ナンジアニ / ゾーイ・カザン

©2017 WHILE YOU WERE COMATOSE, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

4/27 - 5/10

アメリカ人のエミリーと付き合うパキ
スタン生まれのコメディアンのクメイ
ル。彼は同郷の花嫁しか認めない母
親に従い見合いをするが、エミリーに
バレて破局。数日後、エミリーは原因
不明の病で昏睡状態に。彼女は目覚
めるのか？その時２人の未来は？愛
と笑いに溢れた感動の実話。

フランス北部に暮らす３世帯のブル
ジョワ家族。既に引退している家長
のジョルジュは、孫娘エヴの瞳に暗
い死の影を見出していた。ジョルジュ
は衝撃の告白をすることで、彼女の
閉ざされた心をこじ開けようとする
のだが…？名匠ミヒャエル・ハネケ
監督が投げかける、愛と死の物語。

ラプラスの魔女

2018 / 日本 / 1h56

三池崇史
櫻井翔/広瀬すず/福士蒼汰/豊川悦司/玉木宏

©2018「ラプラスの魔女」製作委員会

5/4 -

東野圭吾

稀代のストーリーテラー東野圭吾が
『自分のこれまでの小説をぶちこわし
てみたかった』と語り、発売即座にベ
ストセラーとなった異色かつ野心的
な原作を映画化。未来予知＝ラプラ
スの悪魔と呼ばれる概念を基にした
予測不能な物語を、櫻井翔×広瀬す
ず×福士蒼汰ら超豪華出演陣で描く。

いぬやしきレディ・プレイヤー 1

2018 / アメリカ / 2h13

スティーヴン・スピルバーグ
タイ・シェリダン / オリビア・クック

©2018「いぬやしき」製作委員会 ©奥浩哉／講談社©2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED

4/20 -4/20 -

アーネスト・クライン

想像したこと全てが現実になり、何
にでもなれる夢のバーチャル世界

「OASIS」。どこかに眠るという“宝の
卵”を見つけるべく、全人類参加のト
レジャー・ハンティングが始まる！デ
ロリアンやキングコングの他、ガンダ
ムやAKIRA の金田バイクなど日本
が世界に誇る人気キャラも大活躍！

初老のサラリーマン犬屋敷壱郎は、あ
る日宇宙人の事故に巻き込まれ全身
機械の身体で蘇る。驚異の力による
人助けに目覚めた壱郎の前に、同じ事
故で得た能力で殺戮を繰り返す高校
生・獅子神皓が現れる。映画『GANTZ』
のコンビ×バラエティ豊かなキャスト
で贈るSFアクション超大作！

The Beguiled ／ビガイルド
欲望のめざめ

2017 / アメリカ / 1h33
コリン・ファレル / ニコール・キッドマン

©2017 Focus Features LLC All Rights Reserved

4/20 - 5/3

ソフィア・コッポラ

隔離された寄宿学園に暮らす７人の女
性たちは、負傷した兵士を見つけ回復
するまで匿うことに。突如として現れた
異分子の存在は、女たちの抑圧されて
いた欲望を呼び覚ます…。独特の世界
観と鋭い人物描写で、観るものを恐怖
と耽美の世界に誘う極上のスリラー。

名探偵コナン ゼロの執行人 映画クレヨンしんちゃん
爆盛！カンフーボーイズ ～拉麺大乱～

2018 / 日本 / 時間未定

高橋渉 
矢島晶子/潘めぐみ/ももいろクローバー Z

©2018 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会 ©臼井儀人 / 双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2018

4/13 - 4/13 -

臼井儀人

コナン最新作は、私立探偵・公安警
察・黒ずくめの組織の《３つの顔》を
持つ謎の男・安室透がメインキャラと
して登場！東京サミット開催地で発
生した爆破事件を巡り、次第に敵対
し始めるコナンと安室。真実を暴く者
VS正義を貫く者。魂がぶつかり合う
極秘任務ミステリーの幕が開ける！

春日部にある中華街アイヤータウン
で、伝説のカンフー「ぷにぷに拳」を
習うことになったしんのすけ達。その
頃、食べると凶暴になる謎のラーメン
が大流行。街の平和を取り戻すため
にカスカベ防衛隊が立ち上がる！アク
ション大盛り・友情濃いめ、全篇ノー
スタント（笑）で贈る超大作！

2017 / アメリカ / 2h04

ギレルモ・デル・トロ
サリー・ホーキンス/オクタヴィア・スペンサー

シェイプ・オブ・ウォーター
©2017 Twentieth Century Fox

上映中

米ソ冷戦時代。政府の極秘研究所で
働くイライザは、捕らえられた不思議
な生きもの“彼”と出会う。種族を超え
て恋に落ちてゆく二人だったが、やがて
“彼”に実験の魔の手が迫っていた─。
ギレルモ・デル・トロ監督が描く、切な
くも愛おしいファンタジー・ロマンス。

第 90 回アカデミー賞
作品賞／監督賞／美術賞／作曲賞 受賞

2018 / 日本 / 時間未定

立川譲
高山みなみ/山崎和佳奈/小山力也/古谷徹

青山剛昌

2018 / 日本 / 2h07 予定

奥浩哉佐藤信介
木梨憲武 / 佐藤健 / 本郷奏多 / 二階堂ふみ

©2017 LES FILMS DU LOSANGE - X FILME CREATIVE POOL Entertainment GmbH - WEGA 
FILM - ARTE FRANCE CINEMA - FRANCE 3 CINEMA - WESTDEUTSCHER RUNDFUNK - 

BAYERISCHER RUNDFUNK - ARTE - ORF Tous droits reserves

種崎敦美/東山奈央/藤村鼓乃美/山岡ゆり

サバービコン 仮面を被った街

2017 / アメリカ / 1h45

ジョージ・クルーニー
マット・デイモン / ジュリアン・ムーア

Photo Credit: Hilary Bronwyn Gayle©2017 Paramount Pictures. All rights reserved.

5/4 -

白人だけが暮らす50年代アメリカの
住宅街。そこに黒人の一家が引っ越し
てきてから起こり始める異変を、社
会派的な切り口やブラックユーモア
を交えて描く。監督Ｇ・クルーニー、
脚本コーエン兄弟、主演Ｍ・デイモ
ン＆Ｊ・ムーアという目まいのするよ
うな豪華布陣による異色ドラマ。

2018 / アメリカ / 時間未定
ジョン・ボイエガ/スコット・イーストウッド

パシフィック・リム
アップライジング

©Legendary Pictures/Universal Pictures.

4/13 -

人間が操縦する巨大ロボット“イェー
ガー”とKAIJUと呼ばれる巨大モンス
ターとの、人類の存亡をかけた壮絶な
戦いから10年。平和な暮らしを貫いて
再びKAIJUが襲来した。人類はこの時
のためにイェーガーを改良して備えて
いたが、KAIJUたちも進化していて…。
超人気SF大作の続編がいよいよ公開！

スティーヴン・S・デナイト ギレルモ・デル・トロ

第 70 回カンヌ国際映画祭
監督賞 受賞

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


