
PとJK

2017 / 日本 / 2h04

廣木隆一
亀梨和也 / 土屋太鳳 / 高杉真宙 / 玉城ティナ

キングコング 髑髏島の巨神

2017 / アメリカ / 1h58

ジョーダン・ボート＝ロバーツ
トム・ヒドルストン / ブリー・ラーソン

ジャッキー 
ファーストレディ 最後の使命

2016 / アメリカ-チリ-フランス / 1h39

パブロ・ラライン ダーレン・アロノフスキー
ナタリー・ポートマン/ピーター・サースガード

サクラダリセット 前篇

2017 / 日本 / 1h43

深川栄洋
野村周平 / 黒島結菜 / 平祐奈 / 加賀まりこ

夜は短し歩けよ乙女

2017 / 日本 / 1h40 予定

湯浅政明
星野源 / 花澤香菜 / 神谷浩史 / 秋山竜次

LION ／ライオン 
〜 25年目のただいま〜

2016 / オーストラリア / 1h59

ガース・デイヴィス
デヴ・パテル / ルーニー・マーラ

©2017「PとJK」製作委員会 ©2016 WARNER BROS.ENTERTAINMENT INC., LEGENDARY PICTURES PRODUCTIONS, 
LLC AND PATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC.

©2016 Jackie Productions Limited

©2017 映画「サクラダリセット」製作委員会

© 森見登美彦・KADOKAWA ／ナカメの会

©2016 Long Way Home Holdings Pty Ltd and Screen Australia

上映中 上映中
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4/7 -

息の跡

小森はるか

4/1 - 4/7

レゴ® バットマン ザ・ムービー

2017 / アメリカ / 1h45

クリス・マッケイ
山寺宏一 / 小島よしお / オカリナ / ゆいP

©The LEGO Group.TM & ©DC Comics.©2016 Warner Bros. Ent.

4/1 -

河野裕 三次マキ

森見登美彦

住民の半数が特殊能力を持つ街サク
ラダ。「記憶保持」の能力を持つ高校
生の浅井ケイは、３日分の時間を巻
き戻せる「リセット」の能力を持つ春
崎美空とともに、２年前に死亡した同
級生の蘇生を試みるが…。河野裕の
青春ミステリー小説をイマジネーショ
ン豊かに二部作で映画化。

仕事にまじめな警察官（P）とピュア
でまっすぐな女子高生（JK）が恋をし
た！そんな二人が一緒にいる方法は
ただひとつ…「結婚しよう！」まわりに
は絶対内緒の二人の結婚生活が始
まる!! 大人気コミックが待望の実写
化。K（亀梨和也）とTT（土屋太鳳）
で贈る超絶ピュアラブストーリー！

神話として語られてきた髑髏島の存
在が判明し、未知の生物の探索を目
的とした遠征隊が派遣される。あち
こちに散らばった骸骨や、巨大な手
形を発見する隊員たち。そしてつい
に、巨大な生物が姿を現した！トム・
ヒドルストン主演でキングコング誕
生の起源を描くアクション超大作！

世界中で大人気のスーパーヒーロー
「バットマン」がレゴ®になった！カ
ラフルで楽しいブロックの世界で繰
り広げられるアクションとギャグ満
載の大冒険！宿敵ジョーカーの魔
の手からゴッサムシティを守るため、
一匹狼のバットマンが仲間たちと力
を合わせて悪に立ち向かう!!

東日本大震災の津波により流されて
しまった岩手県陸前高田市の住宅
兼店舗の種苗店を、自力で立て直し
営業を再開した佐藤貞一さんを追っ
たドキュメンタリー。不得意な外国語
で自身の体験を書き続け、津波被害
の歴史を調べ続ける佐藤さんの思い
を、映像作家・小森はるかが紐解く。

京都の街を舞台に、冴えない主人公
“先輩”が、想いを寄せる “黒髪の乙
女”の目に留まろうと日々奮闘する恋
愛ファンタジー。“先輩”役に星野源
を迎え、文化庁メディア芸術祭大賞
を受賞した「四畳半神話大系」スタッ
フが再集結。会話の端々や映像に
みずみずしいセンスが光る！

1986年インド。５歳のサルーは、仕事
を探しにでかけたカルカッタ市内の
電車の中で迷子になる。やがて養子
に出されオーストラリアで成長する
サルー。それから25年後、おぼろげ
な記憶とGoogle Earthを頼りに故郷
を探す試みを始めるのだった。本年
度アカデミー賞ノミネートの感動作。

疾風スプリンター

2015 / 香港 - 中国 / 2h05

ダンテ・ラム 
エディ・ポン / チェ・シウォン / ショーン・ドウ

©2015 Emperor Film Production Company Limited All Rights Reserved

4/1 - 4/7

強豪自転車チームに加入したチウ・
ミンとティエン。二人はエースのチョ
ン・ジウォンからその座を奪うため、
必死に努力を重ね固い絆で結ばれて
いくが、資金難からチームは解散す
ることになり…。自転車レースに全
てを賭ける男たちを描く、本格ロー
ドレース・エンターテインメント！

ゴースト・イン・ザ・シェル
©MMXVI Paramount Pictures and Storyteller Distribution Co. All rights Reserved.

4/7 -

2017 / アメリカ / 2h00 予定

ルパート・サンダース
スカーレット・ヨハンソン / ビートたけし

士郎正宗

押井守のアニメ映画などで知られ、
世界的人気を誇るSF漫画「攻殻機
動隊」がついに実写化！脳だけを残し
機械の体を持つ主人公が、サイバー
テロ事件の捜査をきっかけに自らの
存在を揺るがす過去の記憶を取り戻
していく―。ハリウッドならではの圧
巻の映像美と超絶アクションは必見！

2016 / 日本 / 1h33

ケネディ大統領が永遠に人々の心に生
き続けることになった陰には、妻ジャッ
キーの知られざる闘いがあった。暗殺
された最愛の夫を過去の人にさせない
ために彼女が挑んだ “最後の使命”を
描き、主演Ｎ・ポートマンを筆頭に賞
レースを席巻した珠玉の伝記ドラマ。

第73回ヴェネツィア国際映画祭 
脚本賞受賞

2016 / 日本 / 1h51

近藤明男
遠藤憲一/水野真紀/豊原功補/岡部尚

グリーンルーム

2015 / アメリカ / 1h35

ジェレミー・ソルニエ
アントン・イェルチン/イモージェン・プーツ

3 月のライオン　後編

カフェ・ソサエティ

2016 / アメリカ / 1h36

ウディ・アレン
ジェシー・アイゼンバーグ/クリステン・スチュワート

© 臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2017

©2016「うさぎ追いし - 山極勝三郎物語 -」製作委員会 ©2015 Green Room Productions, LLC. All Rights Reserved.©2017 映画「3 月のライオン」製作委員会

Photo by Sabrina Lantos ©2016 GRAVIER PRODUCTIONS, INC

4/15 -

4/22 - 4/28 4/22 - 4/284/22 -

5/5 - 

ラビング
愛という名前のふたり

2016 / イギリス - アメリカ / 2h02

ジェフ・ニコルズ
ジョエル・エドガートン / ルース・ネッガ

©2016 Big Beach, LLC. All Rights Reserved.

4/29 - 5/12

野原家に宇宙人「シリリ」がやってきた！
シリリのビームで、ひろしとみさえは子ど
もの姿に。大人に戻るために必要なシリ
リの父親を捜しに、子ども野原一家日
本縦断の大冒険が始まるのだが…。
2017年、おバカなしんのすけと宇宙人シ
リリが大暴れ！爆笑そして感動、劇場版
25周年記念の大ケツ作が誕生する！

新人戦を終え、人間としても大きく成
長した零。しかし平穏な日 も々束の間、
家族同然となった川本家の３姉妹、
そして育ての親である幸田家に新た
な試練が襲いかかる…。物語は闘い
の前編から愛の後編へ。愛する人々
への感謝と決意を胸に、零は将棋界
の頂点・宗谷冬司との戦いに挑む。

売れないパンクバンドがライブハウス
で殺人現場を目撃したことから、そ
こを根城とする狂気のネオナチ集団
に命を狙われてしまう。楽屋（グリー
ンルーム）に立てこもり、何とか脱出
を企てるが…。扉を開けたら殺され
る！タランティーノも太鼓判を押し
た超緊迫のサバイバル・スリラー !!

今からおよそ100年前。「癌を作るこ
とができれば、癌は治せる」という信
念のもと、人工癌発生の研究に全て
をかけた男がいた。その名は山極勝
三郎。愛する家族に支えられながら、
名声よりも、自分の命よりも、万人の
幸福を願い、現在の癌治療の礎を
築いた男の壮絶な人生を描く。

レンガ職人のリチャードは恋人のミ
ルドレッドの妊娠を機に生涯を共に
することを決意する。しかし1958 年
当時、バージニア州では異人種間の
結婚は法律で禁じられており、二人
はワシントンで結婚を果たすが…。
アメリカを変えたラビング夫妻の深
く静かな愛が胸を打つ珠玉の一本。

映画業界の有力者である叔父を頼っ
てハリウッドにやって来た青年ボビー。
叔父の秘書ヴェロニカに心を奪われ
ながら、煌びやかな社交界の熱狂に
陥ってゆき…。1930 年代黄金期の
ハリウッドを舞台に、可笑しくてほろ
苦い人生の皮肉を軽快なタッチで描
くウディ・アレン監督最新作。

©2017 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

4/15 -

西の名探偵・服部平次とコナンが大阪
のテレビ局で爆破事件に遭遇！そん
な中、平次の婚約者だと言う大岡紅葉
が現れる。時を同じくして京都で百人
一首の大会、皐月杯の優勝者が殺さ
れる。現場のモニターに映っていたのは
紅葉の姿だった…。大阪と京都。２つ
の事件と２人の運命を紡ぐものとは？

2017 / 日本 / 1h52 予定

大倉崇裕静野孔文
高山みなみ /山崎和佳奈 /小山力也 /堀川りょう

青山剛昌

バーニング・オーシャン

2016 / アメリカ / 1h47

ピーター・バーグ
マーク・ウォールバーグ/カート・ラッセル

帝一の國

2017 / 日本 / 1h58 予定

いずみ吉紘永井聡
菅田将暉 / 野村周平 / 竹内涼真 / 間宮祥太朗

©2017 フジテレビジョン 集英社 東宝 ©古屋兎丸／集英社

4/21 -

4/29 -
©Universal Pictures

4/28 -

古屋兎丸

2010年にメキシコ湾沖の石油掘削施
設で起きた史上最悪の原油流出事故
を映画化！当時、最先端テクノロジー
搭載と言われた施設の内部で何が
起こったのか…。その疑問と真実を
大災害の恐ろしさばかりではなく、
人災でもあった事故の裏側を交えて
映像化した海洋スペクタクル大作！

圧倒的なドライブテクを誇るアウト
ローの活躍を描く「ワイルド・スピー
ド」最新作！裏切りによるファミリー
の崩壊や、宿敵との共闘などシリー
ズは新たな局面を迎える。シャーリー
ズ・セロンやヘレン・ミレンなど豪華
キャストも参戦し、今作でも無茶で
過激なアクションが炸裂！

全国屈指の名門校に入学した赤場帝
一の夢は、総理大臣になって自分の
国を作ること。内閣入りが約束される
生徒会長に就くため、どんな汚いこと
も辞さない覚悟の帝一だったが、想
像以上の試練が待ち受けていた。
古屋兎丸のコミックを菅田将暉主演
で実写化した学園政権闘争コメディ！

ReLIFE リライフ

2017 / 日本 / 1h59

古澤健
中川大志 / 平祐奈 /高杉真宙 /池田エライザ

無限の住人

2017 / 日本 / 2h20

三池崇史
木村拓哉 / 杉咲花 / 福士蒼汰 / 市川海老蔵

©2017「ReLIFE」製作委員会　© 夜宵草 /comico

© 沙村広明／講談社 ©2017 映画「無限の住人」製作委員会

4/15 -

4/29 -

映画かみさまみならいヒミツのここたま 
奇跡をおこせ！テップルとドキドキここたま界

2017 / 日本 / 時間未定

土屋理敬新田典生
本渡楓/潘めぐみ/伊瀬茉莉也 /木下優樹菜

©2017 映画ここたま製作委員会 /©2017BANDAI/©BANDAI,WiZ

4/28 -

夜宵草

沙村広明

27 歳のニート海崎新太は、リライフ研
究所の所員からある実験に誘われる。
それは、薬を飲んで体を若返らせ、
もう一度高校生活を送るというもの
だった。かけがえのない仲間との出会
いと、ある恋を経て、海崎は変わって
ゆくが…。漫画アプリcomico の人気
連載作を旬のキャストで実写映画化。

おもちゃシリーズと連動したテレビアニ
メが映画化！人間が大切にしたモノ
への想いから生まれたかみさま「ここ
たま」。小学生のこころとここたまたち
は、一人前のここたましか行けない「こ
こたま界」へ！しかし、彼らが招かれ
たのには特別な理由が…。ここたま
界と人間界を救う大冒険が始まる！

謎の老婆に永遠の命を与えられた伝
説の人斬り・万次。ある日、親を殺さ
れた少女に仇討ちの助っ人を依頼さ
れる。亡き妹の面影を重ねた万次は、
少女を守るために用心棒として無限
の命を使うと決心するが―。三池崇
史×木村拓哉で贈る“規格外”アク
ションエンターテインメント！

2017 / アメリカ / 時間未定

F・ゲイリー・グレイ
ヴィン・ディーゼル/ドウェイン・ジョンソン

2017 / 日本 / 1h43 予定

橋本昌和
矢島晶子 / 沢城みゆき / 宮迫博之 / 蛍原徹

臼井儀人

2017 / 日本 / 2h19

羽海野チカ大友啓史
神木隆之介 / 清原果耶 / 加瀬亮 / 豊川悦司

2015 / アメリカ - モロッコ / 2h08

ヴェルナー・ヘルツォーク
ニコール・キッドマン / ジェームズ・フランコ

©2013 QOTD FILM INVESTMENT LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

4/8 - 4/21 

イギリスの上流階級出身のガート
ルード・ベルの希望は、まだ見ぬ世
界へ飛び立つことだった。そして訪
れたアラビアの地に魅了された彼女
は、やがて “イラク建国の母”と呼ば
れることになるのだが…。アラビアの
地に情熱を注いだ波瀾の半生は、ま
さに女性版『アラビアのロレンス』。

アラビアの女王
愛と宿命の日々

たかが世界の終わり

2016 / カナダ - フランス / 1h39

グザヴィエ・ドラン
ギャスパー・ウリエル / レア・セドゥ

4/15 - 4/28 

死期が近いことを家族に伝えるため、
12 年ぶりに帰郷した劇作家のルイ。
だが会話はぎこちなく、やがて鬱屈し
た感情のぶつけ合いとなってしまう。
母と息子の関係を撮り続けてきたドラ
ンが、傷つけあうことしかできない家
族の不協和音を鋭く切り取る。

第 69 回カンヌ国際映画祭
グランプリ受賞

©Shayne Laverdiere, Sons of Manual

うさぎ追いし 山極勝三郎物語

名探偵コナン
から紅の恋歌（ラブレター）

映画クレヨンしんちゃん
襲来 !! 宇宙人シリリ

©2016 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.

ワイルド・スピード
ICE BREAK

ひるなかの流星

2017 / 日本 / 1h58

新城毅彦
永野芽郁 / 三浦翔平 / 白濱亜嵐 / 山本舞香

©2017 フジテレビジョン 東宝 集英社 © やまもり三香／集英社

上映中

やまもり三香

田舎育ちの女子高生・与謝野すずめ
は、上京初日に迷子になっていたのを
助けてくれた担任教師・獅子尾に恋
をする。そんななか、すずめはクラスで
隣の席に座る“女子が苦手”なはずの
馬村から告白されて…。大人気コミッ
クを映画化！誰もが経験する「初恋」
のすべてが詰まったラブストーリー！

パッセンジャー

2016 / アメリカ / 1h56

モルテン・ティルドゥム
ジェニファー・ローレンス/クリス・プラット

上映中

宇宙でたった２人だけという大胆かつ
壮絶な設定を、今最も旬な２大スター
競演で描いたSFロマン。20XX年、
新たな居住地を目指し地球を後にした
宇宙船アヴァロン号。乗客5000人は
目的地までの120 年間を冬眠装置で
眠るはずだったが、なぜか２人の男女
だけが90年も早く目覚めてしまい…。

T２ トレインスポッティング

4/8 -

90年代に社会現象を巻き起こした
前作から 20年、大金を持ち逃げした
マーク・レントンがエジンバラに舞い
戻ってきた。もの分かりのよい大人
になれず荒んだ人生を疾走する彼
らの再会、そして選ぶ未来とは。ダ
ニー・ボイル監督、ユアンらキャスト
の続投も嬉しいファン待望の続編！

2017 / イギリス / 1h57　

ダニー・ボイル
ユアン・マクレガー / ユエン・ブレムナー

金田治
飯島寛騎 / 岐洲匠

仮面ライダー×スーパー戦隊
超スーパーヒーロー大戦

2017 / 日本 / 1h35 予定

© 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映 AG・東映 ©BANDAI NAMCO Entertainment lnc.

上映中

石ノ森章太郎

「ゲームの世界」が「現実の世界」を総
攻撃！エグゼイドとトッキュウジャー
の前に、世界消滅の運命をかけた “ 死
の闘技場”が立ちはだかる。歴代の
仮面ライダー、スーパー戦隊が大乱
戦！そして“あの”ヒーローたちの復活
とニューヒーローの登場！驚きと興
奮のコラボムービーが遂に誕生する！

4 / 2 (日) 小森はるか監督来館予定

4/7 - 

おそ松さん
春の全国大センバツ上映祭

赤塚不二夫生誕８０周年記念として放送
され、旋風を巻き起こした６つ子がセンバ
ツされて劇場上映！今回は、６つ子それぞ
れのメインエピソードをセンバツし、６つの
部屋に分けて上映。ファン待望の完全新
作オリジナルショートエピソードを加え
た、スペシャルな劇場オリジナル編集版！
特別料金：1,500 円均一

2017 / 日本 / 時間未定

藤田陽一
櫻井孝宏／中村悠一／神谷浩史／福山潤／小野大輔

 © 赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

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


