
ちはやふる - 結び -

©2018 映画「ちはやふる」製作委員会 ©末次由紀／講談社

上映中

2018 / 日本 / 2h08

小泉徳宏 
広瀬すず/野村周平/新田真剣佑/上白石萌音

末次由紀

“競技かるた”を題材にした人気
コミックを実写化し、話題になっ
た青春映画の続編。前回から２年
が経ち、高校３年生になった千早、
太一、新たちは、再びかるたで繋
がることができるのか？そして、

３人の恋の行方は…。主題歌も引き
続きPerfumeが担当。最後の闘い、
ここに完結！

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

レッド・スパロー
©2018Twentieth Century Fox Film Corporation

3/30 -

事故によってバレエの道を閉ざさ
れたドミニカが、美貌と心理操作
で標的を誘惑する女スパイ“スパ
ロー”となってゆく―。アカデミー
賞女優ジェニファー・ローレンス
が、『ハンガー・ゲーム』の監督と

再びタッグを組んだ、欲望・策略・
裏切りが渦巻く予測不能のスパイ・
アクション！

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

ヴァレリアン 千の惑星の救世主

©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！

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、ある機密文書がスクープ
された。それは政府がひた隠しに
してきた、ベトナム戦争の真実。
新聞社は全貌を公表しようとする
が、大統領があらゆる手段で記事
を差し止めようとするのは明らか

だった。政府を敵に回してまで、報道
の自由を守るのか、決断の時が迫っ
ていた…。

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

2017 / アメリカ - イギリス / 1h56
フランシス・マクドーマンド/ウディ・ハレルソン

マーティン・マクドナー

スリー・ビルボード
©2017 Twentieth Century Fox

4/6 - 4/19

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

くドラマ性とキャスト陣による圧巻の演
技で数 の々賞に輝いた傑作。

第 90 回アカデミー賞 
助演男優賞／主演女優賞 受賞

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～

©臼井儀人 / 双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2018

4/13 -

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！

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

臼井儀人

パシフィック・リム アップライジング

©Legendary Pictures/Universal Pictures.

4/13 -

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

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！

いぬやしき
©2018「いぬやしき」製作委員会 ©奥浩哉／講談社

4/20 -

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

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。『GANTZ』原作者×映画
『GANTZ』監督の鉄壁の布陣で送
るSFアクション超大作！

アベンジャーズ インフィニティ・ウォー

©2018 MARVEL

4/27 -

2018 / アメリカ / 時間未定

アンソニー・ルッソ / ジョー・ルッソ
ロバート・ダウニー・Jr. /ジョシュ・ブローリン

最強の敵サノスが現れ、宇宙はバ
ランスを崩し始めた。何度も世界
を救ってきたアベンジャーズでも
歯が立たず、スパイダーマンら新
戦力が加わるが…。『アイアンマ
ン』公開から10年を迎える今年、

マーベルの大人気ヒーローが総出
演する集大成作品がいよいよ開幕！
絶望に立ち向かえ！

リメンバー・ミー
©2018 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

上映中

2017 / アメリカ / 1h45

リー・アンクリッチ
石橋陽彩/藤木直人/松雪泰子/橋本さとし

ジョン・ラセター

カラフルで美しい“死者の国”に
迷い込んだミゲル少年。急いで元
の世界に戻らないと家族とは会え
なくなるという。ミゲルは帰る方法
を探して陽気なガイコツと冒険に
出るが…。感動的な音楽が響き渡

るディズニー／ピクサー最新作は、
時を越えた家族の絆の物語。

第 90 回アカデミー賞
長編アニメーション賞／主題歌賞 受賞

同時上映『アナと雪の女王／家族の思い出』

2017 / アメリカ / 1h37

トム・マクグラス
ムロツヨシ/芳根京子/宮野真守/山寺宏一

ボス・ベイビー
©2017 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.

上映中

パパとママと暮らす７歳の少年
ティムの家に、黒いスーツを着た
赤ちゃんがやって来る。ティムの
弟だというその赤ちゃんは口が悪
くて人使いも荒く、どうみても普通
じゃない。実は彼には、ある秘密

の任務があった。見た目はキュート、
中身はおっさんの「ボス・ベイビー」
が大暴れ！

となりの怪物くん
©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。

スティーヴン・S・デナイト ギレルモ・デル・トロ

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

ラプラスの魔女
©2018「ラプラスの魔女」製作委員会

5/4 -

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。

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

東野圭吾

ママレード・ボーイ
©吉住渉／集英社 ©2018 映画「ママレード・ボーイ」製作委員会

4/27 -

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。

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

名探偵コナン ゼロの執行人

©2018 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

4/13 -

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

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！

青山剛昌

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


