
レゴ® ニンジャゴー 
ザ・ムービー

2017 / アメリカ / 時間未定

チャーリー・ビーン 
山寺宏一 / 沢城みゆき / 出川哲朗

©2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED.

9/30 -

世界中に吹き荒れるレゴ旋風の中、
あの超人気アニメが映画になった！
平和な街に現れた最強の敵・ガーマ
ドンを倒すべく集まったのは、やる気
満々だけど修行不足な６人のニン
ジャたち。新型メカとそれぞれの必
殺技を駆使し、力を合わせて悪に立
ち向かう！さあ出番だ、ヒーローたち！

ベイビー・ドライバー

2017 / アメリカ / 1h53
アンセル・エルゴート / リリー・ジェームズ

9/30 - 10/13

エドガー・ライト

幼少期の事故が原因で耳鳴りに悩
まされているベイビーは、音楽を聴く
ことで天才的ドライバーに豹変する。
犯罪組織の運転手として働いていた
が、恋人のために足を洗うことを決意
して…。排気音、銃撃音、クラッシュ
の音までもが“音楽”とシンクロする
カーチェイス・シーンは必見！

NEWシネマ歌舞伎 四谷怪談

2017 / 日本 / 1h58
中村獅童/中村勘九郎/中村七之助/中村扇雀

©明緒

9/30 -

鶴屋南北の『東海道四谷怪談』を、現
代的な感覚で再構築した人気演目が
遂にシネマ歌舞伎に。伊右衛門や直助
権兵衛ら、欲望のままに生きる男たちに
翻弄される、お袖やお岩ら女の哀しき
運命の物語。現代にも通じる人間の欲
や弱さ、そして恐ろしさを描いた傑作。
一般 2,100 円／学生・小人 1,500 円

ボンジュール、アン

2016 / アメリカ / 1h32
ダイアン・レイン / アルノー・ヴィアール

©American Zoetrope，2016

上映中 - 10/6

エレノア・コッポラ

映画プロデューサーの妻アンは、夫の
仕事仲間と共にカンヌからパリまで
車で戻ることになる。単なる移動のは
ずが、おいしい食事や美しい景色など、
思いがけない発見の旅となり…。アン
を演じるD・レインが知的でキュート！
F・F・コッポラの妻のエレノアが 80
歳にして長編劇映画監督デビュー！

©2017 Sony Pictures Digital Productions Inc. All rights reserved.©2017 TRISTAR PICTURES, INC. ALL RIGHTS RESERVED

串田和美 鶴屋南北

リベンジ・リスト

2016 / アメリカ / 1h31

チャック・ラッセル
ジョン・トラボルタ/クリストファー・メローニ

©2016 I Am Wrath Production, Inc.

9/30 - 10/13

スタンリーは最愛の妻を強盗に殺さ
れ、しかも裏社会と繋がる悪徳警官に
よって事件をもみ消されてしまった。
怒りと悲しみに打ちひしがれた彼は、
かつて無敵の特殊工作員だったころ
の殺人スキルを駆使し、自ら復讐に乗
り出すことに。トラボルタが復讐の鬼
と化す本格クライムアクション!!

きみの声をとどけたい

2017 / 日本 / 1h34

伊藤尚往
片平美那 / 田中有紀 / 岩淵桃音 / 三森すずこ

©2017「きみの声をとどけたい」製作委員会

9/30 - 10/13

海の見える町に住む女子高校生の
なぎさは、ある日、使われていないミ
ニＦＭラジオ局に迷い込んでしまう。
そこでＤＪの真似事をしたのが偶然
にも放送されてしまい、それがきっか
けで小さなキセキが広がっていき…。
メールやＳＮＳには無い“声”の力で
紡がれる、爽やかな青春アニメ。

海辺の生と死

2017 / 日本 / 2h35

越川道夫
満島ひかり / 永山絢斗 / 井之脇海

©2017 島尾ミホ／島尾敏雄／株式会社ユマニテ

9/30 - 10/13

昭和19 年。奄美の国民学校で働く
トエは、新たに駐屯してきた海軍特
攻艇の隊長・朔中尉と出会った。子
供たちに慕われ、軍歌より島唄を歌
いたがる朔に惹かれるが、戦況が悪
化し、朔に出撃の日がやってきて…。
互いに作家である島尾敏雄とミホの
小説を原作とした鮮烈な恋の物語。

島尾ミホ / 島尾敏雄

ボブという名の猫
幸せのハイタッチ

2016 / イギリス / 1h43

ロジャー・スポティスウッド
ルーク・トレッダウェイ/ジョアンヌ・フロガット/ボブ（猫）

©2016 STREET CAT FILM DISTRIBUTION LIMITED ALL RIGHTS RESERVED.

9/30 - 10/13

どん底の生活を送るストリート・ミュー
ジシャンのジェームズの前に、怪我を
した1匹の猫が現れる。ボブと名付け
世話をしてやったことをきっかけに、
それから２人は相棒に。やがて彼らの
動向は世間の注目を集めるようにな
り…。心温まる実話の映画化。ボブは
本人（猫）が演じている。

少女ファニーと運命の旅

2016 / フランス - ベルギー / 1h36

ローラ・ドワイヨン
レオニー・スーショー/セシル・ドゥ・フランス

上映中 - 10/6

1943年ナチスドイツ支配下のフラン
ス。13歳のユダヤ人少女ファニーは、
幼い妹らと共に児童施設で匿われて
いた。しかしそこにもナチスの手が迫
り、子供たち９人だけでスイスとの国
境を目指して逃げることに。しかし追
手はすぐそこまで迫っていて…。実話
から生まれた “命の旅”の物語。

©ORIGAMI FILMS / BEE FILMS / DAVIS FILMS / SCOPE PICTURES / FRANCE 2 CINEMA 
/ CINEMA RHONE-ALPES / CE QUI ME MEUT - 2015

2017 / アメリカ / 1h55

デヴィッド・リーチ
シャーリーズ・セロン/ジェームズ・マカヴォイ

アトミック・ブロンド
©2017 COLDEST CITY, LLC.ALL RIGHTS RESERVED.

10/20 -

潜入・脱出・接近戦を得意とする女
スパイのロレーン。世界を揺るがす
最高機密を奪還するため、冷戦末期
のベルリンへと潜入する。各国のスパ
イに狙われ、真実も嘘も、敵も味方も
わからない。果たしてロレーンと世界
の運命は―？C・セロンが魅せるス
タイリッシュ ･ スパイ・アクション !

ブレードランナー2049
©2017 Sony Pictures Digital Productions Inc. All rights reserved.

10/27 -

リドリー・スコット監督によるSF映画
の金字塔『ブレードランナー』の続編
が遂に登場！『メッセージ』のドゥニ
監督がメガホンを取り、新人ブレード
ランナー “ K ”役に『ラ・ラ・ランド』
のライアン・ゴズリングを起用。2049
年の世界を舞台に、レプリカントとの
新たな闘いが巻き起こる！

2017 / 日本 / 1h53

三木孝浩
生田斗真 / 広瀬すず / 竜星涼 / 森川葵

河原和音

先生！
、、、好きになってもいいですか？

© 河原和音 / 集英社 ©2017 映画「先生！」製作委員会

10/28 -

ちょっと不器用な高校２年の響(ひび
き)が生まれて初めて恋をした。その
相手は、口ベタだけれど生徒想いな
世界史の先生で…。生田斗真と広瀬
すずを主演に迎え、少女コミックの名
作を実写化！かつて恋に涙したこと
がある人たちへ贈る、教師と生徒のま
ぶしいほど純粋なラブストーリー！

斉木楠雄のΨ難

2017 / 日本 / 1h37

福田雄一
山崎賢人 / 橋本環奈 / 新井浩文 / 吉沢亮

© 麻生周一／集英社・2017 映画「斉木楠雄のΨ難」製作委員会

10/21 -

麻生周一

とんでもない超能力を持っていること
を隠して暮らす斉木楠雄。高校の一
大イベントである文化祭を無事にや
り過ごしたいだけの斉木に災難がふ
りかかりまくり、地球滅亡の危機が?! 
やっかいな恋と友情、そして超能力が
吹き荒れる！笑いが全てを吹き飛ば
す、学園エンタテインメント！

ギフト 僕がきみに残せるもの

2016 / アメリカ / 1h51
スティーヴ・グリーソン/ミシェル・ヴァリスコ

©2016 Dear Rivers, LLC

10/7 - 10/20

難病ALSを発症したアメフトの元ス
ター選手スティーヴ・グリーソン。限
られた時間の中、生まれてくる子供に
何を残せるのか？自問自答の末、彼は
我が子に贈るビデオダイアリーを撮
り始める―。グリーソン自らが４年に
わたって撮影した映像を中心に構成
した「家族」のドキュメンタリー。

10/28 - 11/3

望郷
しきたりを重んじる家庭に生まれ、故
郷の島に縛られて生きてきた女と、
仕事で９年ぶりに島に帰ってきた男
の、２組の親子の物語。大人になっ
て初めて、当時の事情や親の考えを
知った２人は、いま何を思うのか…。
湊かなえの大ヒット短編集から「夢
の国」「光の航路」を映画化。

アメイジング・ジャーニー
神の小屋より

2017 / アメリカ / 2h12

スチュアート・ヘイゼルダイン
サム・ワーシントン/オクタヴィア・スペンサー/すみれ

©2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.

10/21 - 11/3

ウィリアム・ポール・ヤング

幼い愛娘が血まみれのドレスだけを
山小屋に残し、忽然と姿を消した。そ
れから数年、深い悲しみに沈んだまま
の父親に「あの小屋に来い」という奇
妙な招待状が届く。意を決して小屋
へ向かった彼を待っていたのは３人
の不思議な男女で…。世界的ベスト
セラーを映画化した奇跡の感動作。

ボン・ボヤージュ
家族旅行は大暴走

2016 / フランス / 1h32

二コラ・ブナム
ジョゼ・ガルシア/アンドレ・デュソリエ

©2016 Chic Films – La Petite Reine Production – M6 Films – Wild Bunch

10/7 - 10/20

コックス一家は最新システムを搭載
した自慢の新車でバカンスへ出ること
に。でもすぐに車が故障して止まらな
くなっちゃった！？ハイウェイを大暴
走という極限状態の中、次 と々明か
される秘密に家族もブレイク寸前！
無能な警官らを巻き込んで繰り広げ
られる“走る密室”暴走コメディ！

ハイドリヒを撃て！
「ナチの野獣」暗殺作戦

2016 /チェコ-イギリス-フランス/ 2h00

ショーン・エリス
キリアン・マーフィ / ジェイミー・ドーナン

©2016 Project Anth LLC All Rights Reserved.

10/14 - 10/27

第２次大戦下、ユダヤ人大量虐殺を
主導するナチス第３の実力者ラインハ
ルト・ハイドリヒの暗殺が計画された。
ハイドリヒが支配するチェコに潜入し
た暗殺部隊のガブチークとクビシュ
は、レジスタンスと協力しながら襲撃
の機会を窺うが…。壮絶な事件の
顛末を活写した史実サスペンス。

散歩する侵略者

2017 / 日本 / 2h09

黒沢清 
長澤まさみ/松田龍平/高杉真宙/長谷川博己

©2017「散歩する侵略者」製作委員会

10/21 - 11/3

不仲だった夫が別人のように穏やか
になって帰ってきた。「侵略者に乗っ
取られた」と話す夫に戸惑いながら、
妻は夫婦関係の修復を試みる。一方、
街では不可解な事件が頻発してい
て…。やがて夫が衝撃の告白をする。

「地球を侵略しに来た。」そして世界
は静かに大きく変わっていき…。

劇場版 岩合光昭の世界ネコ歩き
コトラ家族と世界のいいコたち

2017 / 日本 / 時間未定
岩合光昭　ナレーション：吉岡里帆

©Mitsuaki Iwago ©NHK ／ジーズ・コーポレーション

10/21 -

写真家の岩合光昭と共に、世界各国
の猫や街の様子を紹介する、NHK BS
プレミアム『岩合光昭の世界ネコ歩
き』。初の劇場版は、青森・津軽のリン
ゴ農家で暮らす猫・コトラとその家族
を中心に、世界６か国で出会った猫
たちの選りすぐりのシーンを再編集。
ナレーションは女優・吉岡里帆。

アウトレイジ 最終章

©2017「アウトレイジ　最終章」製作委員会

10/7 -

韓国の国際的フィクサー【張グループ】
と日本の巨大暴力団組織【花菱会】
による全面戦争が勃発した。過去の清
算を図る大友や、これを機に下克上を
狙う者など、それぞれが様々な思いを
内に秘めつつ、先の見えない道を突き
進んでいく。北野武監督による人気バ
イオレンス・シリーズがいよいよ完結。

幼な子われらに生まれ

2017 / 日本 / 2h07
浅野忠信/田中麗奈/宮藤官九郎/寺島しのぶ

©2016「幼な子われらに生まれ」製作委員会

10/7 - 10/20

信の再婚相手である奈苗には２人の
連れ子がいた。だが子供たちとなか
なかうまくいかずに悶 と々する日々が
続いていた。そんなある日、妻が新た
な命を授かったことが分かると、長
女はますます辛辣になっていき…。
血のつながりを超えた家族の姿を模
索する一家を描いた人間ドラマ。

2017 / 日本 / 1h44
ビートたけし/西田敏行/大森南朋/大杉漣

ギミー・デンジャー

2016 / アメリカ / 1h48
イギー・ポップ/ロン・アシュトン

©2016 Low Mind Films Inc

10/14 - 10/20

鬼才ジム・ジャームッシュ監督によ
る、イギー・ポップ率いるバンド、ザ・
ストゥージズのドキュメンタリー。ラ
モーンズ、ニルヴァーナなど名だた
るバンドに影響を与えた彼らの魅力
とは何なのか。イギーと親交の深い
ジャームッシュだからこそ撮れた、
知られざる素顔が映し出される。

北野武

三島有紀子 重松清

ジム・ジャームッシュ

2017 / 日本 / 1h52

菊地健雄 
貫地谷しほり/大東駿介/木村多江/緒形直人

湊かなえ

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

©DelangeProduction 2016

10/14 - 10/20

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。

すばらしき映画音楽たち

2016 / アメリカ / 1h33

マット・シュレイダー
ジョン・ウィリアムズ / ハンス・ジマー

©2017 Epicleff Media. All rights reserved.

10/14 - 10/27

名シーンを思い浮かべたとき、映像と
ともに脳裏に響き渡るメロディ。その
ような私たちがよく知る映画音楽の
名曲はどのように誕生したのか？Ｊ・
ウィリアムズやＨ・ジマーを筆頭とす
る、ハリウッドの作曲家たちの仕事に
スポットを当てた映画ファン・音楽
ファン必見のドキュメンタリー。

パーフェクト・レボリューション

2017 / 日本 / 1h57

松本准平
リリー・フランキー / 清野菜名 / 小池栄子

©2017「パーフェクト・レボリューション」製作委員会

10/28 - 11/3

熊篠慶彦

リリー・フランキーと清野菜名の競演
で「障害者の恋愛と性」を真正面から
清 し々く描いたラブストーリー。重度
の身体障害者で、障害者の性につい
て理解を広める活動に打ち込む男と、
精神に障害を抱えた風俗嬢。恋に落
ちた２人は障害者同士でも幸せにな
れることを証明しようとするが…。

©2017 avex digital Inc.

パターソン

2016 / アメリカ / 1h58

ジム・ジャームッシュ
アダム・ドライバー/ゴルシフテ・ファラハニ /永瀬正敏

©2016 Inkjet Inc. All Rights Reserved.

10/7 - 10/13

ニュージャージー州パターソンで妻
と愛犬と平穏に暮らすパターソン。
彼はバスの運転手であると同時に詩
人でもある。そんな彼が過ごす何気
ない７日間を、優しく、そして瑞 し々く
描いた、まるで詩のような映画。イン
ディペンデント界の巨匠ジム・ジャー
ムッシュ監督の４年ぶりの新作。

セザンヌと過ごした時間

2016 / フランス / 1h54

ダニエル・トンプソン
ギヨーム・カネ / ギヨーム・ガリエンヌ

10/14 - 10/20

近代絵画の父ポール・セザンヌと自然
主義文学の文豪エミール・ゾラ、２人
の天才の知られざる友情を描いた伝
記ドラマ。幼い頃から固い絆で結ばれ
たセザンヌとゾラは、芸術家になる夢
を抱えてパリに出る。しかしゾラが早
くに成功を収める一方、セザンヌはな
かなか世間に認められず…。

©2016 - G FILMS - PATHE - ORANGE STUDIO - FRANCE 2 CINEMA 
- UMEDIA - ALTER FILMS

2017 / アメリカ / 2h43
ライアン・ゴズリング / ハリソン・フォード
ドゥニ・ヴィルヌーヴ リドリー・スコット

海底47m

2016 / アメリカ / 1h30

ヨハネス・ロバーツ
クレア・ホルト / マンディ・ムーア

©47 DOWN LTD 2016, ALL RIGHTS RESERVED

10/7 - 10/20

海に沈めた檻の中から野生のサメを
間近で見る“シャークケイジ・ダイビ
ング ”に挑戦したリサとケイトの姉妹。
ところが檻と船を繋ぐワイヤーが切
れて水深47ｍまで落下してしまう。
酸素は残り僅か。檻から出ればサメ
の餌食！急浮上すれば潜水病！２人
は生きて還ることができるのか！？

クレイ・トゥイール

ターミネーター２ ３Ｄ

2017 / アメリカ / 2h17

ジェームズ・キャメロン
アーノルド・シュワルツェネッガー/リンダ・ハミルトン

©1991-STUDIOCANAL-Tous Droits Reserves

10/14 - 10/20

90年代SFアクションの最高峰『ター
ミネーター２』が全編３Ｄ化して復活！

「液体金属」などの革命的なVFXは
今なお色褪せず、未来の救世主をめ
ぐるターミネーター同士の攻防はス
リルの連続で何回観てもやっぱり面
白い！３Ｄのクオリティもキャメロン
監督自ら監修したので心配無用です！

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


