
パワーレンジャー
©2016 Lions Gate TM & ©Toei & SCG P.R.

上映中

とある小さな町の５人の若者たちは、
不思議なコインを拾ったことで超人
的なパワーを手にしてしまう。古代の
地球で封印されていた悪の戦士が
復活し、地球を滅亡させようとして
いるのを阻止するために選ばれたと
いうのだが…？日本が誇る戦隊ヒー
ローが、待望のハリウッド映画化！

2017 / アメリカ / 2h04

ディーン・イズラライト
デイカー・モンゴメリー/ナオミ・スコット

東京喰種 トーキョーグール

©2017「東京喰種」製作委員会 © 石田スイ／集英社

7/29 -

人の姿をしながらも人を喰う怪人“喰
種（グール）”が潜む東京。ごく普通の
内気な大学生のカネキは、ある事件
をきっかけに喰種の内臓を移植され、
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、２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。

20センチュリー・ウーマン

2016 / アメリカ / 1h59

マイク・ミルズ
アネット・ベニング / エル・ファニング

©2016 MODERN PEOPLE, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

上映中 - 8/4

『人生はビギナーズ』で自身の父親を
題材に描いたマイク・ミルズ監督が、
今度描くのは母親。1979年の西海岸。
思春期を迎える息子ジェミーの教育に
悩んでいたシングルマザーのドロシア
は、友人らに助けを求めることにするの
だが…。彼らの特別なひと夏の物語。

第 89 回アカデミー賞
脚本賞 ノミネート

2017 / 日本 / 1h59

萩原健太郎
窪田正孝 / 清水富美加 / 鈴木伸之 / 大泉洋

石田スイ

ザ・マミー 呪われた砂漠の王女

2017 / アメリカ / 1h50

アレックス・カーツマン
トム・クルーズ / ソフィア・ブテラ

©Universal Pictures

7/28 -

生きたまま石棺に封印され、２千年の
眠りから目覚めた古代エジプトの王
女アマネット。人間への復讐を開始
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）が立ち上がる！往年のモンス
ター映画をリメイクする“ダーク・ユ
ニバース”シリーズ第 1 弾！

マイ  ビューティフル  ガーデン

2016 / イギリス / 1h32

サイモン・アバウド
ジェシカ・ブラウン・フィンドレイ/トム・ウィルキンソン

©This Beautiful Fantastic UK Ltd 2016

上映中 - 8/4

不器用で引っ込み思案のベラ。植物
恐怖症でもある彼女は庭を荒れ放
題にしていたため、アパートの退去を
勧告されてしまう。困り果てて偏屈な
園芸家の隣人に助けを求めるが…。
庭を愛することは人生を愛すること。
ガーデニングの本場イギリスから届
いた心温まるヒューマンドラマ。

トランスフォーマー  最後の騎士王

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

8/4 -

第１作から10 年。映像革命シリー
ズの新３部作が始動！オプティ
マス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、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

明する。やがてオプティマスが帰還。
しかし彼は“創造主”の手によって人
類を滅ぼす破壊者と化していて…？

2017 / アメリカ / 2h29

マイケル・ベイ
マーク・ウォールバーグ/ローラ・ハドック

劇場版 仮面ライダーエグゼイド
宇宙戦隊キュウレンジャー THE MOVIE

2017 / 日本 / 時間未定

中澤祥次郎 
飯島寛騎 / 瀬戸利樹 / 松本享恭 / 岩永徹也

8/5 -

ＴＶシリーズも佳境に入ったエグゼイ
ドは、昨年12月の劇場版で本編の重
要な謎が明かされた事に続き、今作
では真のエンディングを先行公開！
そして謎の彗星が接近した地球を救
うため、“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大ヒーローで熱くなろう！

© 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

心が叫びたがってるんだ。

2017 / 日本 / 1h59

超平和バスターズ熊澤尚人
中島健人 / 芳根京子 / 石井杏奈 / 寛一郎

©2017 映画「心が叫びたがってるんだ。」製作委員会 © 超平和バスターズ

上映中

地域交流会の実行委員に選ばれて
しまった坂上拓実と成瀬順。順は幼
い頃のある出来事で、誰にも心を開
かなくなっていた。交流会の出し物が
ミュージカルに決まり、順は拓実の後
押しを受けつつ、自分を変えたいと
いう思いから主演に立候補するのだ
が…。大人気アニメが待望の実写化！

カーズ／クロスロード
©2017 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

上映中

天才レーサー“マックィーン”。ベテラン
になりつつある彼に待ち受けていたの
は、最新テクノロジーを追及した新た
な世代の台頭、そしてレース人生を揺
るがす衝撃的な大クラッシュだった…。
思いがけない挫折、そして迫られる人生
の選択。この夏、ディズニー／ピクサー
史上最大の衝撃を見逃すな！

2017 / アメリカ / 1h49

ブライアン・フィー
土田大/山口智充/戸田恵子/松岡茉優/藤森慎吾

ジョン・ラセター 

銀魂
© 空知英秋／集英社 ©2017 映画「銀魂」製作委員会

上映中

時は幕末、宇宙船が飛び交う江戸の
町。便利屋を営む銀時は、攘夷志士
だったことが信じられないほどぐうた
らな生活を送っていた。ある日、かつ
ての仲間・桂が辻斬りに遭い、行方
不明になったという知らせが舞い込
んで…。少年ジャンプの人気マンガ
が、超豪華キャストで待望の実写化！

2017 / 日本 / 2h11

空知英秋福田雄一
小栗旬/菅田将暉/橋本環奈/柳楽優弥/新井浩文

イップ・マン 継承

2015 / 中国 - 香港 / 1h45

ウィルソン・イップ/アクション監督： ユエン・ウーピン
ドニー・イェン/リン・ホン/マイク・タイソン

©2015 Pegasus Motion Pictures (Hong Kong) Ltd. All Rights Reserved.

8/26 - 9/1

1950年代末の香港は、強引な開発
を進める悪徳不動産業者が蔓延っ
ていた。ブルース・リーの師匠でもあ
る詠春拳の武術家イップ・マンは不
正を見逃せず立ち向かうのだが…。
ドニー・イェンによる美しいアクショ
ンはもちろん、深い感動をもたらす
人間愛のドラマとしても見逃せない！

怪物はささやく

2016 / アメリカ - スペイン / 1h49

J・A・バヨナ
ルイス・マクドゥーガル / シガニー・ウィーバー

8/19 - 8/25

パトリック・ネス

難病の母と暮らす13歳の少年のもと
に怪物が現れる。「今から３つの“真
実の物語”を話す。４つ目はお前が
話せ」そう告げて怪物は夜な夜な物
語を語り始めるが…。世界的ベスト
セラーを映画化したダークファンタ
ジー。孤独な少年と怪物の魂の駆け引
きが、感動のクライマックスへ導く。

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

ゴールド 金塊の行方

2017 / アメリカ / 2h01

スティーヴン・ギャガン
マシュー・マコノヒー/エドガー・ラミレス

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

8/26 - 9/8

1988 年アメリカ。鉱山採掘会社を営む
ケニーは業績不振にあえいでいた。
そんな彼がインドネシアの奥深いジャ
ングルで史上最大の金鉱脈を発見し
たからさあ大変！だけど一夜で金塊
が消えてしまい…！？マシュー・マコノ
ヒーが製作＆主演を務め、体重18kg 
増量で挑んだ実話に基づく意欲作！

彼女の人生は間違いじゃない

2017 / 日本 / 1h59

廣木隆一 
瀧内公美/光石研 /高良健吾/柄本時生

©2017「彼女の人生は間違いじゃない」製作委員会

8/26 - 9/1

震災後、いわき市の仮設住宅で父と暮
らすみゆきは、市役所で働く傍ら、週
末には東京でデリヘル嬢のバイトを
している。彼女も、周りの人 も々、先の
見えない現実にもがきながら、希望を
見出そうと生きていく。福島県出身の
廣木隆一監督が、自身の小説を映画
化した ”震災後”の物語である。

おとなの恋の測り方

2016 / フランス / 1h38

ローラン・ティラール
ジャン・デュジャルダン/ヴィルジニー・エフィラ

©2016 VVZ PRODUCTION-GAUMONT-M6 FILMS

8/19 - 9/1

離婚後、新しい恋が見つからないディ
アーヌの前に、イケメンで知的でリッ
チな建築家アレクサンドルが現れた。
しかし彼はとても身長が低くて…。
周囲の目を気にして恋に飛び込めな
い揺れる女心を描いたラブコメディ。
アカデミー賞俳優Ｊ.デュジャルダン
が、ちっちゃくなって出演！？

結婚

2017 / 日本 / 1h58

西谷真一
ディーン・フジオカ/柊子/中村映里子/松本若菜

©2017「結婚」製作委員会

8/5 - 8/18

井上荒野

「結婚しよう」夢のような言葉のはず
が、彼にとってはそれが別れの言葉
だった。結婚詐欺師を生業とする古
海は、端正な顔立ちと甘い言葉で女
性を騙し、金を奪い続けていた。しか
し実生活では愛する妻と幸せに暮ら
していて…。彼が抱える“秘密”とは？
ディーン・フジオカ主演最新作。

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 -

時速300㎞で走り続ける高速鉄道で、
突如、謎のウィルス感染爆発が発生
した。感染者たちは狂ったように乗
客たちに襲い掛かかっていく。終着
駅までの長すぎる２時間、生死をか
けた戦いの行方は…？全世界で話題
沸騰中の韓国製ノンストップ・サバイ
バルムービーが、いよいよ日本上陸！

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

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

9/2 - 9/8

マーティン・スコセッシ

ボクシングの世界ジュニアミドル級
チャンピオンになった自惚れ屋のビ
ニーが、交通事故に遭って首を骨折
してしまった。二度と歩けないかもし
れないと診断され、誰もが彼は再起不
能だと思っていた。ビニー本人を除
いては…。実在する伝説のボクサー
の半生を描いた奇跡の感動作。

HiGH&LOW THE MOVIE２
END OF SKY

2017 / 日本 / 時間未定

久保茂昭 / 中茎強 
岩田剛典/登坂広臣/TAKAHIRO/AKIRA/白濱亜嵐

©2017「HiGH&LOW」製作委員会

8/19 -

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ト『HiGH&
LOW』が超進化！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
いはひとつになる。超全員主役、総勢
100名超えの豪華キャストで描き出す、
熱い闘いと友情のドラマを見逃すな！！

©BLEED FOR THIS, LLC 2016

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 / 金城茉奈

©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 -

智はバンド仲間の燐に想いを告白す
るが、それが元で２人の間に取り返
しのつかない溝ができてしまう。後
悔の念に苛まれる智にある日、タイ
ムリープが起こる。そこは燐と出会っ
た半年前の夏。智は絶対に燐のこと
を好きにならないと決意し、二度目
の夏を過ごそうとするのだが…。

フリー・ファイヤー

2016 / イギリス - フランス / 1h30

ベン・ウィートリー
ブリー・ラーソン / アーミー・ハマー

©Rook Films Freefire Ltd / The British Film Institute / Channel Four Television
Corporation 2016 / Photo:Kerry Brown

8/26 - 9/1

マーティン・スコセッシ

場末の倉庫に集まった２組のギャン
グたち。簡単な銃取引が行われるだ
けのはずが、あるトラブルがきっかけ
で壮絶な銃撃戦に発展してしまう。
豪華クセ者キャストが90分間ノンス
トップで銃をぶっ放しまくる！生き残
るのは誰だ!?スコセッシ製作総指揮、
最狂の密室バトルロイヤルが開幕 !!

2016 / フランス - カナダ / 1h29

エリック・サマー
土屋太鳳/黒木瞳/花江夏樹/夏木マリ/熊川哲也

トリガール！

2017 / 日本 / 1h38

英勉
土屋太鳳/間宮祥太朗/高杉真宙/池田エライザ

©2017「トリガール！」製作委員会

9/1 -

中村航

大学に入学したゆきなは、一目惚れ
した先輩から誘われるままに「鳥人間
コンテスト」を目指す人力飛行サーク
ルに加入することになるのだが…？
土屋太鳳が“毒舌”を武器に新境地
に挑戦！漕いで、叫んで、ガンを飛ば
して、最高の熱量で撮影された空飛
ぶ青春エンターテインメント！！

怪盗グルーのミニオン大脱走
©2017 Universal Studios. ALL RIGHTS RESERVED

上映中

2017 / アメリカ / 1h30

カイル・バルダ / ピエール・コフィン
笑福亭鶴瓶/芦田愛菜/中島美嘉/松山ケンイチ

全世界待望！今度の『怪盗グルー』
は、最強のライバルの出現や、グ
ルーも知らなかった家族の秘密、
そしてミニオンたちがグルーと
決別して新たなボスを探しに旅
立つなど見所が盛り沢山！果た

してミニオンたちの運命は！？大人か
ら子どもまで家族そろって楽しめる、
笑いと感動の夏休み映画！！

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  

9/2 - 9/15

1954年、レイはディック＆マック兄弟
の経営する、高品質・低コストを兼ね
備えたハンバーガー店“マクドナル
ド ”に出会った。そこに商機を見出し
たレイは、兄弟と共に事業を拡大し
ていくが、やがて考え方の違いから
対立していき…。あのマクドナルドの
知られざる誕生のウラが暴かれる！

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

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

9/2 - 9/8

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。

それいけ！アンパンマン
ブルブルの宝探し大冒険！

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

8/12 - 8/25

ライオンの子どもだけど怖がりなブル
ブルが、一人前になるため宝探しの
冒険に出ることに。アンパンマンたち
はそんなブルブルを手伝うことにし
ますが、宝を狙ってばいきんまんたち
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！

© 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

矢野博之 やなせたかし

フェリシーと夢のトウシューズ
©2016 MITICO-GAUMONT-M6FILMES-PCF BALLERINA LE FILM INC.

8/12 -

19世紀末のフランス。ブルター
ニュ地方にある孤児院で暮らす
フェリシーは、バレリーナになる夢
を抱いていた。ある日、発明家に
なる夢をもつ親友のヴィクターと
一緒に孤児院を抜けだした２人

は、夢をかなえるため憧れの街＝パ
リを目指すのだが…？夢に恋する少
女たちの感動の物語。

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


