
ファウンダー
ハンバーガー帝国のヒミツ

2016 / アメリカ / 1h55

ジョン・リー・ハンコック
マイケル・キートン / ニック・オファーマン

©2016 Speedee Distribution, LLC. All Rights RESERVED  

7/29 -

1954年、しがないセールスマンだっ
たレイ・クロックはハンバーガー店

「マクドナルド」の経営者ディック＆
マック兄弟と出会い、ビジネスパート
ナーに。しかし利益を追求するレイと
兄弟の関係は次第に悪化し…。誰も
が知っているマクドナルドの、誰も
知らない誕生のウラが暴かれる！

ディストピア パンドラの少女

2016 / イギリス - アメリカ / 1h51

コーム・マッカーシー
セニア・ナニュア / ジェマ・アータートン

世界は今日から君のもの

2017 / 日本 / 1h46

尾崎将也
門脇麦 / 三浦貴大 / 比留川游 / 岡本拓朗

しあわせな人生の選択

2015 / スペイン-アルゼンチン/ 1h48

セスク・ゲイ
リカルド・ダリン / ハビエル・カマラ

無音の叫び声

2016 / 日本 / 2h02

原村政樹
木村迪夫 / 語り：室井滋 / 朗読：田中泯

ハイジ アルプスの物語

2015 / スイス - ドイツ / 1h51

アラン・グスポーナー
アヌーク・シュテフェン / ブルーノ・ガンツ

幸福は日々の中に。

2015 / 日本 / 1h13
茂木綾子 / ヴェルナー・ペンツェル

裁き

2014 / インド / 1h56

チャイタニヤ・タームハネー
ヴィーラー・サーティダル/ヴィヴェーク・ゴーンバル

ヒトラーへの285枚の葉書

2016 / ドイツ-フランス-イギリス/ 1h43

ヴァンサン・ペレーズ
エマ・トンプソン / ブレンダン・グリーソン

逆光の頃

2017 / 日本 / 1h06

小林啓一
高杉真宙/葵わかな/清水尋也/佐津川愛美

パリ・オペラ座 夢を継ぐ者たち

2016 / フランス / 1h25

マレーネ・イヨネスコ
マチュー・ガニオ / アニエス・ルテステュ

台湾萬歳

2017 / 日本 / 1h33

酒井充子
張旺仔 / オヤウ / オヤウ・アコ

©Gift Girl Limited / The British Film Institute 2016 © クエールフィルム

©IMPOSIBLE FILMS, S.L. /TRUMANFILM A.I.E./BD CINE S.R.L. 2015

© 映画「無音の叫び声」製作委員会

©silent voice ／ werner penzel film production

© タナカタツキ／講談社・2017 東映ビデオ／マイケルギオン

©DelangeProduction 2016

©「台湾萬歳」マクザム／太秦

歓びのトスカーナ

2016 / イタリア - フランス / 1h56

パオロ・ヴィルズィ
ヴァレリア・ブルーニ・テデスキ/ミカエラ・ラマッツォッティ

COPYRIGHT©LOTUS 2015

8/12 - 8/25 8/12 - 8/25

8/19 - 8/31

8/12 - 8/25

8/19 - 8/25

8/26 - 9/22 8/26 - 9/88/19 - 9/1

8/19 - 8/318/19 - 9/1

9/2 - 9/15

8/19 - 8/25

甘き人生

2016 / イタリア - フランス / 2h10

マルコ・ベロッキオ
ヴァレリオ・マスタンドレア/ベレニス・ベジョ

©2016 ALL RIGHTS RESERVED IBC MOVIE SRL, KAVAC FILM SRL, AD VITAM

8/26 - 9/8

ヨハンナ・スピリ

タナカカツキ

余命宣告を受けたフリアンのもとに、
海外で暮らす旧友トマスが駆けつけ
た。トマスが帰るまでの４日間、２人
はフリアンの身辺整理を進めていく。
まずは愛犬の里親探し、それから…。
永遠の別れを前に、ただの友達とし
て笑い合うかけがえのない時間を捉
え、各国で喝采を浴びた秀作。

ウィルス感染により人類の大半が凶
暴な「ハングリーズ」と化した未来。
生き残った人々はウィルスと共生す
る「セカンドチルドレン」からワクチン
を作る研究を続けていた。そんな中、
特に高い知能を持つセカンドチルド
レンの少女が現れる。彼女の存在は
人類の希望か、それとも…。

絵が得意なオタク女子の真実。ずっ
と家に引きこもっていたが、ゲームの
バグ探しという人と接しなくてよい
バイトを始めたところ、ひょんなこと
からゲームキャラのイラストを依頼
されることになり…。誰もが応援した
くなるヒロインを門脇麦が好演。前
向きな気持ちになれる青春ドラマ！

イタリア・トスカーナ州。心に問題を抱え
た女性たちが入居する診療施設から、
虚言癖のあるベアトリーチェと自傷癖
のあるドナテッラが脱走する。自由奔放
な逃避行を重ねる２人は次第に絆を
深めていき…。人生の歓びも哀しみも
丸ごと抱きしめるロードムービー！

戦勝に沸く1940年のベルリン。質素
に暮らす夫婦のもとに、一人息子の戦
死の知らせが届く。深い悲しみに沈む
２人はヒトラー政権への怒りを記した
葉書を街中に置き始めるが、彼らに
も秘密警察の捜査が迫っており…。
実話を基に、ペンだけを武器にナチ
スと闘った夫婦を描く抵抗のドラマ。

ある下水清掃人の死体が発見され、
年老いた民謡歌手カンブレが逮捕さ
れる。容疑は、自殺へと駆り立てる扇
動的な歌を歌ったという不条理なも
のだった。一つの「裁き」を巡る法廷
の攻防と、彼の運命を握る人々の私
生活を対比させ、鋭い洞察力でイン
ド社会のいまを描く異色の法廷劇。

山形県で60年以上農家を営む反戦
平和の詩人・木村廸夫。政治に翻弄さ
れた東北の農村で兼業農家として生
き抜き、日本の戦後を見つめ続けて
きた。その人生から生み出される詩
を通じて日本社会の矛盾を問うとと
もに、地方の豊かな芸術・社会文化の
風景を描き出したドキュメンタリー。

アニメでも有名な児童文学の名作
「アルプスの少女ハイジ」が本国スイ
スで完全実写化！アルプスの山で暮
らす天真爛漫な少女ハイジが、足の
悪いお嬢様クララの話し相手として
都会に連れていかれるが…。祖父（お
んじ）役をブルーノ・ガンツが演じるの
も映画ファンには見逃せないところ。

知的障がい者施設「鹿児島しょうぶ
学園」。彼らが作りだすアートは全国
に熱烈なファンを持つ。「普通」とは
何かを問い、「ノーマル」と「スペシャ
ル」の境界を美しく越えるドキュメ
ンタリー。ドイツ人映像作家ヴェル
ナー・ペンツェルと、写真家でもある
茂木綾子による共同監督作品。

1960年代のトリノと90年代のローマ
を舞台に、幼い頃に母と死別したトラ
ウマを抱えて生き続ける男が、ある女
性との運命的な出会いを経て未来
へ歩みだす姿を描く。巨匠マルコ・
ベロッキオが力強く格調高い演出で、
戦後イタリア史に差す光と影を織り
込みながら謳い上げる愛の叙事詩。

「コップのフチ子」で知られるタナカ
カツキの原作を実写化。京都を舞台
に、17歳の赤田孝豊が同級生との別
れや喧嘩、幼馴染みの少女との初恋
を経験しながら成長していく姿を描
く。日常と非日常、夢と現実を行き来
しながら、揺れ動く思春期のきらめき
を鮮やかに映し出した青春映画。

創設から350年以上、世界最高峰の
バレエ団パリ・オペラ座に受け継がれ
続ける夢と伝統とは？ガニオ、ルテス
テュ、ロパートキナといった錚々たる
スターダンサーが登場し、その神秘の
ベールの裏側を垣間見せる。数々の
バレエ・ドキュメンタリーを手掛けて
きたイヨネスコ監督の集大成。

オランダ、清、日本と為政者が変わる
たびに歴史に翻弄されてきた人々を
追った『台湾人生』『台湾アイデンティ
ティ』の酒井充子監督最新作。最終
章となる本作の舞台は、台湾南東の
台東縣。漁業と農業を営み、いかなる
時代にも海と大地に人生を捧げて
きた人々の暮らしと精神を描く。

2017 / アメリカ / 2h21

パティ・ジェンキンス
ガル・ギャドット/クリス・パイン/ロビン・ライト

ザック・スナイダー

ワンダーウーマン

8/25 -

DCコミックで圧倒的人気を誇る女
性初のスーパーヒーローがいよいよ
スクリーンを飾る！女性だけが住む
孤島のプリンセスにして、圧倒的な強
さを誇る美女戦士ワンダーウーマン。
ある男との出会いにより、彼女の運命
は大きく動き出す…。おもしろいほ
ど強すぎる彼女の戦いを見届けよ！

©2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC

ビニー／信じる男

2016 / アメリカ / 1h57

ベン・ヤンガー
マイルズ・テラー / アーロン・エッカート

8/19 - 9/1

マーティン・スコセッシ

自信家なボクサーのビニーは世界
チャンピオンにまで上り詰めるが、そ
の直後に交通事故に遭ってしまう。二
度と歩けないかもしれない重傷を負
い、誰もが再起不能を疑わなかった。
ビニー本人を除いては…。伝説のボ
クサー、ビニー・パジェンサの奇跡の
カムバックを描いた感動の実話。

第 61回ダヴィッド・ディ・ドナテッロ賞
作品賞ほか５部門 受賞

©X Filme Creative Pool GmbH / Master Movie / Alone in Berlin Ltd /
 Pathe Production / Buffalo Films 2016

©2015 Zodiac Pictures Ltd / Claussen+Putz Filmproduktion GmbH /
 Studiocanal Film GmbH

新感染 ファイナル・エクスプレス

2016 / 韓国 / 1h58

ヨン・サンホ 
コン・ユ/チョン・ユミ/マ・ドンソク/キム・スアン

9/1 -

韓国アニメに革命を起こした新鋭ヨ
ン・サンホ監督の初実写長編。時速
300㎞で走り続ける高速鉄道で突如
謎のウイルス感染が発生。終着駅ま
での２時間、密室の車内でゾンビと
化した感染者と乗客の生死をかけた
戦いが始まるー。世界で話題沸騰の
ノンストップ・サバイバルムービー！！

©2016 NEXT ENTERTAINMENT WORLD & REDPETER FILM. All Rights Reserved.

©BLEED FOR THIS, LLC 2016

君はひとりじゃない

2015 / ポーランド / 1h30

マウゴシュカ・シュモフスカ
ヤヌシュ・ガヨス / マヤ・オスタシェフスカ

©Jacek Drygala

9/2 - 9/15

事故で妻を亡くし感情を表に出せな
くなった夫と、心を閉ざしたその娘。
食事を拒否し痩せ細ってゆく娘を、
父はあるセラピストに託した。最愛の
人の死を経験した者たちの心と身体
の関係性、見えるものと見えないもの
の境界を繊細に描く愛と再生の物語。

第 65 回ベルリン国際映画祭
銀熊賞 受賞

アリーキャット

2017 / 日本 / 2h09

榊英雄
窪塚洋介 / 降谷建志 / 市川由衣 / 品川祐

©2017「アリーキャット」製作委員会

8/12 - 8/25

窪塚洋介とドラゴンアッシュの降谷
建志、夢の競演が実現したクライム
ドラマ。怪我の後遺症を抱えた元ボ
クサーの秀晃は、可愛がっていた野
良猫がきっかけで自動車整備工の郁
巳と出会う。２人は成り行きから、ス
トーカーに苦しむシングルマザーの
ボディガードを務めることになり…。

ラオス 竜の奇跡

2016 / 日本 - ラオス / 1h52

熊澤誓人
井上雄太/ティダー・シティサイ

© ジャパン−ラオス・クリエイティブ・パートナーズ

8/12 - 8/18

国交樹立60周年を記念した日本・ラ
オス合作のファンタジードラマ。現代
のラオス人女性が、なぜか内戦中の
1960年の世界に迷い込んでしまう。
そこにはダム建設調査のためラオス
に訪れていた日本人青年もおり、２人
はメコン川のように悠 と々時が流れ
る農村生活を送ることになるが…。

獣道

2017 / 日本 - イギリス / 1h34

内田英治
伊藤沙莉 / 須賀健太 / アントニー / 吉村界人

©third window films

8/26 - 9/1

母親に入れられた宗教施設が警察に
摘発され、社会に放り出された少女。
彼女の唯一の理解者である不良少
年。居場所を求めて必死に底辺をさ
まよう若者たちの運命は…。『下衆の
愛』『ダブルミンツ』の内田英治監督
が、地方都市の現実をブラックな笑い
とともに描いた異色の青春映画。

レミニセンティア

2015 / 日本 / 1h29
アレクサンダー・ツィルコフ / 井上美麗奈　

©INOUE VISUAL DESIGN

9/2 - 9/8

二度めの夏、二度と会えない君

2017 / 日本 / 1h46

赤城大空中西健二
村上虹郎 / 吉田円佳 / 加藤玲奈 / 山田裕貴

©2017 赤城大空・小学館／「二度めの夏、二度と会えない君」パートナーズ

9/1 -

不治の病で亡くなる直前だった燐に
告白し、彼女を動揺させたことを後悔
していた智が、タイムリープで半年前
に戻る。そして二度目の夏を体験す
る。燐たちとバンドを組み、高校の文
化祭でライブを成功させた夏を…。
人気ライトノベルを実写化した、切な
くて甘酸っぱい青春ラブストーリー。

日本人監督による、オールロシア語・
ロシアロケの哲学的ＳＦドラマ。人の
記憶を消す特殊能力を持った小説
家が、娘との思い出が無くなっている
ことに気づく。動揺した彼は、人の記
憶を呼び起こす能力を持ち、「忘れる
ことができない」という病気に苦しむ
女にある取引を持ち掛ける。

ダブルミンツ

2017 / 日本 / 1h40

内田英治
淵上泰史/田中俊介/須賀健太/川籠石駿平

©2017 『ダブルミンツ』製作委員会 © 中村明日美子／茜新社

8/5 - 8/18

中村明日美子

高校時代、光夫は光央の“下僕”とし
て主従関係を結んでいた。それから
数年後、光夫のもとに突然光央から
の電話が入る。「女を殺した。すぐに来
い」そして光夫は光央の共犯者にさ
れるが…。男たちの激しい情念の世
界を描いた人気BLコミックを、淵上
泰史と田中俊介の主演で実写化。

2017 / アメリカ / 2h13

ジョン・ワッツ 
トム・ホランド / ロバート・ダウニー・Jr.

スパイダーマン：ホームカミング
©Marvel Studios 2017. ©2017 CTMG. All Rights Reserved.

8/11 -

マーベル・シネマティック・ユニ
バースに本格参戦したスパイダー
マン、待望の新シリーズ！アイアン
マンことトニー・スタークから新
たなスーツをもらったヒーロー気
取りの高校生ピーター・パーカー。

巨大な翼をもった怪物を前に、真の
ヒーローに目覚めてゆく成長と奮闘
を活写する！

十年

2015 / 香港 / 1h48

　  クォック・ジョン/ウォン・フェイパン /ジェ
ボンズ・アウ/キウィ・チョウ/ン・ガーリョン 

Copyright © 2017 Ten Years Studio Limited. All Rights Reserved

8/5 - 8/11

すっかり中国政府に懐柔された香港映画
界に反旗を翻すが如く現れ、たった１館の
上映から始まった小さなこの作品が、昨
年の香港最大のヒット作となり、『スター
ウォーズ /フォースの覚醒』を超える興収
を上げようとは誰が予想しただろう。世界
の今・近未来を見つめた社会派問題作！

ダイ・ビューティフル

2016 / フィリピン / 2h00

ジュン・ロブレス・ラナ 
パオロ・バレステロス/ジョエル・トーレ

©The IdeaFirst Company Octobertrain Films

8/12 - 8/25

ミスコンで優勝したトランスジェンダー
のトリシャが急死した。死後１週間、毎日
違うセレブに変身させて欲しいという遺
言を叶えるため、友人たちが集い、彼女の
思い出が語られる…。昨年、世界中の映
画祭を席巻したフィリピン映画。本作も
その一つ。そのクオリティ、熱を感じよ！

残像

2016 / ポーランド / 1h39

アンジェイ・ワイダ
ボグスワフ・リンダ / ゾフィア・ヴィフワチ

8/12 - 8/25

第２次大戦後のポーランド。前衛画
家のストゥシェミンスキは、芸術の政
治利用を進める政府に反発し、苛烈
な弾圧を被る。それでも彼は信念を
貫こうとするが…。ポーランドの歴史
と対峙し続けた巨匠アンジェイ・ワ
イダが、その生涯をかけて追求した
テーマを凝縮。渾身の遺作である。

ハートストーン

2016 / アイスランド-デンマーク/ 2h09

グズムンドゥル・アルナル・グズムンドソン
バルドル・エイナルソン/ブラーイル・ヒンリクソン

©SF Studios Production & Join Motion Pictures Photo Roxana Reiss

8/12 - 8/25

小さな漁村に住むソールとクリスティ
アンは大の親友同士。思春期を迎え、
ソールは初めての恋を経験する。ク
リスティアンもその後押しをするが、
彼の心には複雑な感情も芽生えてい
て…。友情、恋、葛藤。美しく雄大な
自然を背景に、青春のすべてを詰め
込んだアイスランド映画の秀作。

第 35 回香港電影金像奨
最優秀作品賞 受賞

第 29 回東京国際映画祭
最優秀男優賞／観客賞 受賞

©2016 Akson Studio Sp. z o.o, Telewizja Polska S.A, EC 1 - Lodz Miasto Kultury, Narodowy 
Instytut Audiowizualny, Festiwal Filmowy Camerimage-Fundacja Tumult All Rights Reserved.

井上雅貴

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


