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

上映中

上映中

© やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV © やなせたかし／アンパンマン製作委員会 2017

それいけ！アンパンマン

銀魂

ブルブルの宝探し大冒険！

お父さんから渡された宝の地図を
持って旅に出た、ライオンの子どもだ
けど怖がりなブルブル。アンパンマン
たちはそんなブルブルを手伝うこと
になるも、宝を狙ってバイキンマンた
ちもやってきて…。上映中は歌や踊
りも登場！今年もアンパンマンは映画
館デビューのお子様を応援します！
矢野博之

やなせたかし

戸田恵子 / 中尾隆聖 / 多部未華子 / キャイ～ン
2017 / 日本 / 1h02

上映中

© 2017 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

© 2017 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

パイレーツ・オブ・カリビアン

最後の海賊

上映中

メアリと魔女の花

にすることになり…。お馴染のキャ

田舎町に越してきた赤毛の少女

びに満ち溢れた、全く新しい魔女

ストも再集結！超人気シリーズ最新

メアリは、
とある森で７年に一度

映 画を『借りぐらしのアリエッティ』

世の全ての呪いを解くと言われ

作がいよいよ公開！

しか咲かない花「夜間飛行」を見

の米林宏昌監督が描く。

る秘宝「ポセイドンの槍」を探し
ていた。そしてあのウィル・ター
ナーの息子ヘンリーが冒険を共

上映中

© 2016 Lions Gate TM & © Toei & SCG P.R.

ヨアヒム・ローニング / エスペン・サンドベリ
ジョニー・デップ / ハビエル・バルデム

から盗み出された禁断の「魔女
の花」だった…。新たな驚きと歓

2017 / アメリカ / 2h09

上映中

つける。それはかつて、魔女の国

© 2017「彼女の人生は間違いじゃない」製作委員会

上映中

怪盗グルーのミニオン大脱走
全世界待望！今度の『怪盗グルー』は、

とある小さな町の５人の若者たちは、

震災後、いわき市の仮設住宅で父と暮

不思議なコインを拾ったことで超人

らすみゆきは、市役所で働く傍ら、週

最強のライバルの出現や、グルーも知

は、最新テクノロジーを追及した新た

的なパワーを手にしてしまう。古代の

末には東京でデリヘル嬢のバイトを

らなかった家族の秘密、そしてミニオ

な世代の台頭、そしてレース人生を揺

地球で封印されていた悪の戦士が

している。彼女も、周りの人々も、先の

ンたちがグルーと決別して新たなボ

るがす衝撃的な大クラッシュだった…。

復 活し、地球を滅亡させようとして

見えない現実にもがきながら、希望を

スを探しに旅立つなど見所が盛り沢

思いがけない挫折、そして迫られる人生

いるのを阻止するために選ばれたと

見出そうと生きていく。福島県出身の

山！果たしてミニオンたちの運命は！？

の選択。この夏、ディズニー／ピクサー

いうのだが…？日本が誇る戦隊ヒー

廣木隆一監督が、自身の小説を映画

大人から子どもまで家族そろって楽

史上最大の衝撃を見逃すな！

ローが、待望のハリウッド映画化！

化した ” 震災後 ”の物語である。

しめる、笑いと感動の夏休み映画！
！

2017 / アメリカ / 1h49

7/29 -

廣木隆一

デイカー・モンゴメリー / ナオミ・スコット
2017 / アメリカ / 2h04

カイル・バルダ / ピエール・コフィン

加藤正人

瀧内公美/光石研 /高良健吾/柄本時生/戸田昌宏
2017 / 日本 / 1h59

米林宏昌

杉咲花/天海祐希/小日向文世/満島ひかり/佐藤二朗
2017 / 日本 / 1h43

半喰種となってしまう。人間と喰種、
両者の衝突が激化する中、二つの世
界を知る青年の未来とは？超人気コ
ミックが衝撃の実写映画化。
萩原健太郎

石田スイ

窪田正孝 / 清水富美加 / 鈴木伸之 / 大泉洋
2017 / 日本 / 1h59

8/12 -

© 2016 MITICO-GAUMONT-M6FILMES-PCF BALLERINA LE FILM INC.

笑福亭鶴瓶/芦田愛菜/中島美嘉/松山ケンイチ
2017 / アメリカ / 1h30

ザ・マミー

© Universal Pictures

呪われた砂漠の王女

生きたまま石棺に封印され、２千

© 2016 Industrial Light & Magic, a division of Lucasfilm Entertainment Company Ltd., All Rights Reserved

画をリメイクする“ダーク・ユニバー

プトの王女・アマネット。人間へ

ス ” シリーズ第一弾！

の復讐を開始した彼女を止める
ため、飛行機事故による死から
蘇った男ニック
（トム・クルーズ）

“ 宇宙の救世主 ” キュウレンジャーは
真の力を開放する！この夏も２大ヒー

ていることを知った研吾だったが…。

編の重要な謎が明かされたのに

ローで熱くなろう！

を滅ぼす破壊者と化していた！

太古より金属生命体が地球の歴
史に干渉していた事実が判明す

8/12 - 8/18

© 2016 MODERN PEOPLE, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

マーク・ウォールバーグ / ローラ・ハドック
2017 / アメリカ / 2h29

8/12 - 8/18

な写真家と幼なじみの少女に相談す

たちの娘として育てる二人だが、４年

もつ親友のヴィクターと一緒に孤児

る。
『人生はビギナーズ』のマイク・ミ

後、実の母親と出会ってしまう。結婚

院を抜けだし二人は夢をかなえるた

ルズ監督が今度は自身の母親を題材

生活の愛と破綻を描いた傑作『ブ

暮らす孤島に、赤子と男の遺体の乗っ

に、３人の女性と過ごした特別な夏

ルーバレンタイン』のデレク・シアン

―夢に恋する少女たちの感動の物語。

を温かく見つめる自伝的作品。

フランス監督が紡ぐ愛の物語。

8/19 - 8/25

デレク・シアンフランス

と相手に合わせて設定を変えて女を

らかになるのは、多民族国家に暮ら

騙していく。だが、彼自身は妻と幸せ

す若者たちの民族や宗教に対する

な結婚生活を送っていた…。果たし

葛藤と、普遍的な感情だ。今は亡き

て、女たちの想像も願望も鮮やかに

ヤスミン・アフマド監督の傑作が８年

裏切る、古海が背負った秘密とは─？

の歳月を経て待望の劇場公開！

井上荒野

2017 / 日本 / 1h58

ヤスミン・アフマド
パメラ・チョン/マヘシュ・ジュガル・キショール
2009 / マレーシア / 1h55

綾野剛 / 村上虹郎 / 前田敦子 / 小林薫

2017 / 日本 / 時間未定

藤沢周

2017 / 日本 / 2h05

夜空はいつでも最高密度の青色だ」製作委員会

看護師をしながら夜はガールズバー
8/19 -

© 2017「HiGH&LOW」製作委員会

HiGH & LOW THE MOVIE２ END OF SKY
累計 600 万視聴、EXILE HIRO 企
画プロデュースのエンタテインメン

ひとつになる。超全員主役、総勢100

ト『HiGH&LOW』が 2017 超進化！

熱い闘いと友情のドラマ！

５つのチームが拮抗するSWORD
地区だったが、かつてない最凶軍
団を前に、遂に SWORD の想いは

名超えの豪華キャストで描き出す、
久保茂昭 / 中茎強
岩田剛典 / 登坂広臣 /TAKAHIRO/AKIRA/ 白濱亜嵐
2017 / 日本 / 時間未定

© 2017 Sony Pictures Entertainment (Japan) Inc. All rights reserved.

とあるマレーシアの高校で音楽コン
が開催される。コンクールを通して明

熊切和嘉

飯島寛騎 / 瀬戸利樹 / 松本享恭 / 岩永徹也

© 2017「映画

タレンタイム 優しい歌

古海健児。実は結婚詐欺師だ。次々

中澤祥次郎

8/26 - 9/8

8/25 -

侍の精神と現代人の感覚を融合させ
た、激しく熱い戦いの物語。

8/19 - 8/25

© Primeworks Studios Sdn Bhd

クール “タレンタイム（才能の時間）”

尾崎将也

マイケル・ファスベンダー/アリシア・ヴィキャンデル
2016 /アメリカ-オーストラリア-ニュージーランド/ 2h13

ように、
自然にプロポーズを決める男、

西谷真一

彗星が接近した地球を救うため、

高校生・融が現れる。剣道は初心者の
はずの融に恐るべき才能が秘められ

映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ

め憧れのパリ・オペラ座を目指す！

2016 / アメリカ / 1h59

を映画で先行公開！そして謎の

© 2016 STORYTELLER DISTRIBUTION CO., LLC

夢を抱いていた。発明家になる夢を

アネット・ベニング / エル・ファニング

劇場版

続き、今作では真のエンディング

マイケル・ベイ

た舟が流れ着く。過ちと知りつつ自分

マイク・ミルズ

© 劇場版「エグゼイド・キュウレンジャー」製作委員会 © 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映 © 2017 テレビ朝日・東映 AG・東映

けに生きる気力を失い自堕落に生きて

ゼイドは、昨年12 月の劇場版で本

不在の地球でメガトロン対オー
トボットと人類の戦いが続く中、

8/5 -

ＴＶシリーズも佳境に入ったエグ

シングルマザーのドロシアは、パンク

ディーン・フジオカ / 柊子 / 中村映里子 / 松本若菜

MUKOKU」製作委員会

る。やがてオプティマスが帰還。しか

暮らすフェリシーはバレリーナになる

「結婚しよう」─まるで呼吸するかの

© 2017「武曲

し彼は “ 創造主 ” の手によって人類

第１作から 10 年。映像革命シリー
ズの新３部作始動！オプティマス

子どもに恵まれない灯台守の夫婦が

結婚

トム・クルーズ / ソフィア・ブテラ
2017 / アメリカ / 1h50

いた。そんな彼の前にラップに夢中の

最後の騎士王

1979 年の西海岸。思春期を迎える息
子の教育に頭を悩ませる自由奔放な

© 2017「結婚」製作委員会

アレックス・カーツマン

仮面ライダーエグゼイド トゥルー・エンディング
宇宙戦隊キュウレンジャー THE MOVIE ゲース・インダベーの逆襲

トランスフォーマー

フランスの北西部にある自
19 世紀末、
然豊かな町ブルターニュの孤児院で

8/19 - 8/25

が立ち上がる！往年のモンスター映

年の眠りから目覚めた古代エジ

剣道５段の研吾は、ある事件をきっか
8/4 -

光をくれた人

2016 / フランス - カナダ / 1h29

空知英秋

武曲 MUKOKU

20センチュリー・ウーマン

土屋太鳳/黒木瞳/花江夏樹/夏木マリ/熊川哲也

福田雄一

小栗旬/菅田将暉/橋本環奈/柳楽優弥/新井浩文

8/5 - 8/11

フェリシーと夢のトウシューズ

エリック・サマー

映画化。笑って泣いて、熱くなる。天下

7/28 -

人の姿をしながらも人を喰う怪人 “ 喰

をきっかけに喰種の内臓を移植され、

ンプ」で連載の人気漫画がガチで実写

2017 / 日本 / 2h11

東京喰種 トーキョーグール

内気な大学生のカネキは、ある事件

クリーンで大立ち回り！
「週刊少年ジャ

無敵のアクションエンタテインメント！

メアリー・スチュアート

© 2017「東京喰種」製作委員会 © 石田スイ／集英社

種（グール）”が潜む東京。ごく普通の

まりにまっすぐな目をした男 “ 万事屋銀

© 2017 Universal Studios. ALL RIGHTS RESERVED

彼女の人生は間違いじゃない

天才レーサー “マックィーン”。ベテラン

ディーン・イズラライト

ぶ江戸の町。侍と呼ぶには荒々しくあ
ちゃん ”こと坂田銀時が仲間と共にス

ルの魔の手から逃れるため、この

になりつつある彼に待ち受けていたの

土田大/山口智充/戸田恵子/松岡茉優/藤森慎吾

© 「メアリと魔女の花」製作委員会

ジャックは “ 海の死神 ” サラザー

パワーレンジャー

ジョン・ラセター

© 空知英秋／集英社 © 2017 映画「銀魂」製作委員会

高層ビルが立ち並び、宇宙船が空を飛
上映中

カーズ／クロスロード

ブライアン・フィー

18 歳以上がご覧になれます

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

ワンダーウーマン

DC コミックで圧倒的人気！女性
初のスーパーヒーローがいよい

いにより、彼女の運命は大きく動き

よスクリーンを飾る！孤立した女

女の戦いを見届けよ！

性だけの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

出す…。おもしろいほど強すぎる彼
パティ・ジェンキンス

ザック・スナイダー

ガル・ギャドット/クリス・パイン/ロビン・ライト
2017 / アメリカ / 2h21

で働く美香と、建設現場で日雇いの仕
事をしながらひたむきに生きる慎二。
夜の都会で偶然に出会った二人は、
不器用に心を通わせてゆく。最果タヒ
の同名詩集をもとに、突き刺さるよう
な言語表現と映像で若者の孤独を
描き出す石井裕也監督の意欲作。
石井裕也

最果タヒ

石橋静河 / 池松壮亮 / 松田龍平 / 市川実日子
2017 / 日本 / 1h48

8/26 - 9/1

CINEMA, SLU; A MONSTER CALLS,
© 2016 APACHES ENTERTAINMENT, SL;AIE;TELECINCO
PELICULAS LA TRINI, SLU.All rights reserved.

ゴールド 金塊の行方

怪物はささやく

1988 年、アメリカ。ビジネスで失敗続
きのケニーは鉱山ビジネスに目を付

に怪物が現れる。３つの物語を聞かせ

け、謎めいた地質学者マイクと手を組

る代わりに、真実を語れというのだ。

む。そしてインドネシアの奥深いジャ

怪物の紡ぐ寓話的で幻想に満ちた

ングルで史上最大の金鉱脈を発見す

物語は、コナーの秘めた衝動を突き

るのだが…。名優マシュー・マコノヒー

動かしてゆく。イギリスの傑作児童

が製作＆主演を務め、体重 18kg 増

文学を『パンズ・ラビリンス』の製作

量で挑んだ実話に基づく意欲作！

陣が映画化した葛藤と赦しの物語。

難病の母と暮らす少年コナーのもと

スティーヴン・ギャガン

J・A・バヨナ

マシュー・マコノヒー / エドガー・ラミレス

ルイス・マクドゥーガル / シガニー・ウィーバー

2017 / アメリカ / 2h01

パトリック・ネス

2016 / アメリカ - スペイン / 1h49

