
嘘八百

2018 / 日本 / 1h45

足立紳 / 今井雅子武正晴
中井貴一 / 佐々木蔵之介 / 友近 / 森川葵

©2018「嘘八百」製作委員会

上映中 - 3/9

茶と商人の街、堺。イカサマ古物商と
落ちぶれた陶芸家の冴えない骨董コ
ンビが“幻の利休の茶器”で一発逆
転の大勝負を仕掛ける。家族や大御
所鑑定士も巻き込んだ騙し合いは思
わぬ大騒動に発展し…。『百円の恋』
監督・脚本家が中井貴一＆佐々木蔵
之介主演で贈る初笑い開運コメディ！

2018 / アメリカ / 時間未定

ライアン・クーグラー
チャドウィック・ボーズマン/ルピタ・ニョンゴ

ケヴィン・ファイギ

空海−KU-KAI− 
美しき王妃の謎

2017 / 中国 - 日本 / 2h12

チェン・カイコー
染谷将太/ホアン・シュアン/阿部寛/松坂慶子

©2017 New Classic Media, Kadokawa Corporation, Emperor Motion Pictures, Shengkai Film

上映中

夢枕獏

遣唐使として海を渡った若かりし日
の空海と、中国が誇る稀代の詩人・
白楽天。長安で出会った二人は都を
震撼させる怪事件を探り始める…。
名匠チェン・カイコーのもと、一流の
スタッフと日中を代表する豪華俳優
陣が結集。未曽有の大スケールで贈
る極上のエンターテインメント巨編。

否定と肯定

2016 / イギリス - アメリカ / 1h50

ミック・ジャクソン
レイチェル・ワイズ/トム・ウィルキンソン

©DENIAL FILM, LLC AND BRITISH BROADCASTING CORPORATION 2016

上映中 - 3/9

デボラ・Ｅ・リップシュタット

ユダヤ人大量虐殺は無かったとするホ
ロコースト否定論者の著書を批判した
ユダヤ人歴史学者が、名誉毀損で提
訴された。裁判で勝つには強力な根
拠に基づいてホロコースト否定論を
崩さねばならない。世界が注目する
法廷闘争の行方は…。事実軽視の風
潮が強まる昨今、必見の実録ドラマ。

ネイビーシールズ
ナチスの金塊を奪還せよ！

2017 / フランス - ドイツ / 1h45

スティーブン・クォーレ
サリバン・ステイプルトン/チャーリー・ビューリー

©2016 EUROPACORP - STUDIO BABELSBERG Credit : Reiner Bajo

上映中 - 3/9

リュック・ベッソン

1995年、紛争末期のサラエボ。マット
率いるネイビーシールズの５人は、上
官も手を焼くシールズきってのならず
者たち。彼らの今回のミッションは、
敵陣ど真ん中の湖の底からナチスの
隠し金塊３億ドルを奪還すること！タ
イムリミットは８時間。奇想天外な作
戦でド派手に暴れまくる！

はじめてのおもてなし

2016 / ドイツ / 1h56

サイモン・バーホーベン
センタ・バーガー/ハイナー・ラウターバッハ

3/3 - 3/16

妻の突然の宣言により、難民の青年
を受け入れたハートマン夫妻。だが、
文化の違いや偏見から大騒動に発展
してしまう。壊れかけの家族と、天涯
孤独の青年は平和な明日を手に入れ
ることができるのか。難民問題に揺れ
るドイツの実情をユーモアたっぷりに
描いたハートフルコメディ。

©2016 WIEDEMANN & BERG FILM GMBH & CO. KG / SENTANA FILMPRODUKTION GMBH 
/ SEVENPICTURES

ブラックパンサー
©2017 MARVEL

3/1 -

最新テクノロジーが発達した超文明
国ワカンダ。そこには、世界を揺るが
す秘密が隠されていた。その秘密が
今、悪しき者たちに暴かれようとして
いた。守るのは若き国王ティ・チャラ。
またの名を、ブラックパンサー。＜２つ
の顔＞を持つマーベル史上最も謎を
秘めた新ヒーロー登場！

オール・アイズ・オン・ミー

2017 / アメリカ / 2h19

ベニー・ブーム
ディミートリアス・シップ・Ｊｒ/カット・グレアム

©2017 Morgan Creek Productions, Inc.

上映中 - 3/9

伝説のラッパー、２PACことトゥパッ
ク・シャクールの波乱の生涯を描く
伝記ドラマ。トゥパックはスラムで生
まれ育ち、デビューするや瞬く間にス
ターとなる。しかし、ある日スタジオ
で強盗に襲撃される。九死に一生を
得た彼はノトーリアス・B.I.G.らライ
バルレーベルの犯行を疑うが…。

津端修一 / 津端英子
2016 / 日本 / 1h31

ナレーション：樹木希林伏原健之

人生フルーツ
© 東海テレビ放送

上映中 - 3/9

愛知県春日井市の高蔵寺ニュータ
ウンの一隅に暮らす、老建築家の津
端修一さんと英子さんの夫婦。自分
で雑木林を育て、その自然の恵みを
受けながら暮らす２人の、温かな愛
に満ちた日常を映し出すドキュメンタ
リー。本当の豊かさとは何か、深い思
索に心地よく誘われることでしょう。

人生はシネマティック！

2016 / イギリス / 1h57

ロネ・シェルフィグ
ジェマ・アータートン / サム・クラフリン

©BRITISH BROADCASTING CORPORATION / THEIR FINEST LIMITED 2016

上映中 - 3/9

第二次大戦中のロンドン。英政府は
国民を鼓舞するため、ダンケルクの戦
いを描いたプロパガンダ映画を企画。
脚本を任されたのは、執筆経験ゼロ
のコピーライター秘書だった。軍部の
検閲や政府の要望に応えながら、映
画の完成に奮闘するが…。愛とユー
モアに満ちた感動の映画讃歌！

2018 / アメリカ / 1h34

クリント・イーストウッド
アンソニー・サドラー / アレク・スカラトス

15 時 17 分、パリ行き
3/1 -

2015年、乗客554人を乗せたパ
リ行きの特急列車内で無差別テ
ロ事件が発生。極限の恐怖と緊
張感の中、犯人に勇敢に立ち向
かったのは幼馴染の３人の若者
たちだった―。巨匠クリント・イー

ストウッド監督が、当事者である３人
を本人役としてキャスティングし、事
件当日の真実に迫る。

北の桜守
©2018「北の桜守」製作委員会

3/10 -

1945年、ソ連軍の侵攻により樺
太から網走に逃げ延びた江蓮て
つは、女手一つで幼い息子たちを
育て上げた。時が経ち、アメリカ
で成功を収めた次男が帰国する。
年老いた母の姿に、ともに札幌で

暮らすことを決めるが…。30年にわ
たる親子の軌跡を、吉永小百合主演
で描く人間ドラマ。

2018 / 日本 / 2h00

高橋泉三木孝浩
知念侑李/中川大志/小松菜奈/真野恵里菜

小玉ユキ

坂道のアポロン
©2018 小玉ユキ・小学館／映画『坂道のアポロン』製作委員会

3/10 -

転校生の薫が出会った不良の千
太郎。千太郎の幼なじみ、律子と
の三角関係に悩みながらも、二人
はジャズを通じて絆を深めていく。
しかし、ある事件を境に千太郎は
姿を消してしまい…。TVアニメ化

もされた人気漫画が実写化。ジャズ
が流行した1960年代を舞台に、高
校生たちの瑞 し々い青春を描く。

2018 / 日本 / 1h58

瀧本智行
岩田剛典 / 斎藤工 / 山本美月 / 浅見れいな

中村文則

去年の冬、きみと別れ
©2018 映画「去年の冬、きみと別れ」製作委員会

3/10 -

結婚を間近に控えた新進気鋭のルポ
ライター耶雲恭介は、盲目の美女が
巻き込まれた謎の焼死事件を追い、
その容疑者の天才写真家・木原坂雄
大に出会う。彼の写真も、周囲の人間
も何かがおかしい…。事件の真相に
近づくにつれ、耶雲は抜けることので
きない深みに飲み込まれていく…。

映画プリキュアスーパースターズ！

2018 / 日本 / 時間未定

池田洋子
引坂理絵/本泉莉奈/小倉唯/美山加恋/高橋李依

©2018 映画プリキュアスーパースターズ！製作委員会

3/17 -

プリキュアシリーズ劇場版第24作目
は２月にスタートした「HUGっと！プ
リキュア」に加え、前作・前々作に登
場した総勢12人のプリキュアが大集
合！スタートから15周年を迎えドリー
ムスターズからスーパースターズへ
と更にパワーアップした彼女たちの
活躍を映画館で応援しよう！！

曇天に笑う

2018 / 日本 / 1h34

本広克行
福士蒼汰 / 中山優馬 / 古川雄輝 / 東山紀之

©映画「曇天に笑う」製作委員会 ©唐々煙／マッグガーデン

3/21 -

唐々煙

｢どんな時でも笑っていられる強い男
になれ !｣が信条のお調子者、曇天火。
曇３兄弟の長男にして曇神社14代当
主であり、最強の男として村を守って
いた。300年に1度の伝説のオロチ（大
蛇）復活がささやかれる中、明治政府
転覆を目論む大闘争に巻き込まれてし
まう。運命に挑む男たちの胸熱ドラマ。

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

3/17 -

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！

レッド・スパロー

2017 / アメリカ / 時間未定

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！

スリー・ビルボード

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

©2017 Twentieth Century Fox

4/6 - 4/19

マーティン・マクドナー

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が高
評価を博すアカデミー賞有力候補作。

第 75 回ゴールデングローブ賞 
作品賞／主演女優賞／助演男優賞／脚本賞 受賞

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

ジュマンジ
ウェルカム・トゥ・ジャングル

2017 / アメリカ / 時間未定

ジェイク・カスダン
ドウェイン・ジョンソン/ジャック・ブラック

©2017 SHOWBOX AND W-PICTURES ALL RIGHTS RESERVED.

4/6 -

学校の地下室で居残りをさせられて
いた高校生４人は、古いテレビゲーム
を発見。その名は《ジュマンジ》。プレ
イするキャラクターを選んだ途端、４
人はゲームの中に吸い込まれてしまっ
た！しかもそこはジャングル！果たして
生きて帰れるのか !? マジジュマンジ
な全米大ヒットアドベンチャー!!

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！

2018 / アメリカ / 時間未定

ローアル・ユートハウグ 
アリシア・ヴィキャンデル/ドミニク・ウェスト

トゥームレイダー
ファースト・ミッション

3/21 -

世界的人気のゲームに、新たな主人
公『リリーのすべて』のアリシア・ヴィ
キャンデルを迎え映画化。冒険家の
父親が遺した使命を果たすべく、幾
重にも仕掛けられた罠、次々に降り
かかる謎を解き、果たしてララ・クラ
フトは誰よりも早く“幻の秘宝”にた
どり着くことが出来るのか！？

©2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND METRO-GOLDWYN-MAYER
PICTURES INC.

2017 / アメリカ / 2h22

キャスリン・ビグロー
ジョン・ボイエガ / ウィル・ポールター

デトロイト
©2017 SHEPARD DOG, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

3/3 - 3/16

1967年、デトロイト。黒人市民と警察
が対立し、街は戦場と化す。このアメ
リカ史上最大級の暴動のさなか、“戦
慄の一夜”に起きた恐るべき事件と
は… !?『ハート・ロッカー』『ゼロ・
ダーク・サーティ』のキャスリン・ビグ
ロー監督最高傑作！圧倒的な臨場感
で襲いかかる極限サスペンス!!

マーク・ボール

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

3/1 -

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

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 75 回ゴールデングローブ賞
監督賞／作曲賞 受賞

2018 / 日本 / 2h06

滝田洋二郎
吉永小百合 / 堺正人 / 篠原涼子 / 佐藤浩市

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

©2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., VILLAGE ROADSHOW FILMS NORTH AMERICA INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC - - U.S., CANADA, BAHAMAS & 
BERMUDA ©2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., VILLAGE ROADSHOW FILMS (BVI) LIMITED AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT INC.

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


