小学生には助言・指導が必要です

上映中

© 2017「泥棒役者」製作委員会

泥棒役者

11/23 -

© 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation

11/25 -

© 2016 LOTTE ENTERTAINMENT All Rights Reserved.

gifted ／ギフテッド

あなた、
そこにいてくれますか

昔の仲間に脅されて渋々豪邸に忍び

母と死別して叔父のフランクに育て

込んだ元泥棒。次々に来客たちに見

られたメアリーは、学校に通い始め

不思議な薬で 30 年前にタイムスリッ
プしたスヒョンは過去の自分と出会

つかってしまうが、その度に別人に間

たことで特別な才能 ( ギフテッド ) が

違えられ、その「役」を演じるハメに。

発覚。フランクはメアリーを特別扱い

そんな偶然から彼らの運命は思わぬ

しないと決めていたが、教育方針の

11/25 -

© 2014 EG Film Productions / Saga Film © Julian Lennon 2014. All rights reserved.

15 歳以上がご覧になれます

12/2 - 12/15

© 2017「ポンチョに夜明けの風はらませて」製作委員会

18 歳以上がご覧になれます

12/2 - 12/15

FILMS - MOANA FILMS - PATHE PRODUCTION © 2017 ARCHES FILMS - CURIOSA
FRANCE 2 CINEMA - AUVERGNE-RHONE-ALPES CINEMA

ル・コルビュジエとアイリーン
追憶のヴィラ

ポンチョに夜明けの風はらませて

永遠のジャンゴ

近代建築の巨匠ル・コルビュジエに

高校卒業を間近に控えた男子３人

は、生涯で唯一その才能を羨んだと

組。冴えない高校生活にケリをつけよ

1943 年、ナチス占領下のパリ。ジャ
ズ・ギタリストのジャンゴ・ラインハル

う。まもなく恋人が死ぬことを知らさ

言われる女性建築家がいた。その名

うと卒業式乗っ取りライブを計画して

トは、その卓越した演奏で熱狂的な

れた若きスヒョンは彼女を助けようと

はアイリーン・グレイ。彼女の才能に

いたが、その前にふと旅に出ることに。

人気を集めていた。しかしナチスはロ

するが、それは未来に生まれる最愛

対するコルビュジエの称賛は、やがて

行く当ても目的もない旅で様々な出会

マの迫害を進めており、ロマ出身の彼

方向に転がり出して…。豪華キャスト

違う彼の母は２人を引き離そうとし

の娘が存在しなくなることを意味して

嫉妬に変わっていき…。実際の建築

いを経験するが…。若手実力派キャス

にも危険が迫っていた…。不世出の

が屋敷に集結！予想外の出会いと勘

て…。
『（500）日のサマー』のＭ・ウェ

いて…。もし未来を選べたら？究極の

や家具を用いた美しい映像で、
２人の

トの揃い踏みで贈る、バカバカしくて

天才ギタリスト、ジャンゴの生涯に

違いの会話から始まる超喜劇 !!

ブ監督が贈るヒューマンドラマ。

葛藤を描く切ない愛の物語。

天才建築家の知られざる愛憎を描く。

切ない青春ロードムービー！

秘められた物語が明かされる。

西田征史
丸山隆平 / 市村正親 / 石橋杏奈 / 宮川大輔
2017 / 日本 / 1h54

12/2 -

ホン・ジヨン

マーク・ウェブ
クリス・エヴァンス / マッケナ・グレイス

© 2016 EUROPACORP-FRANCE 2 CINEMA

キム・ユンソク / ピョン・ヨハン / チェ・ソジン
2016 / 韓国 / 1h51

2017 / アメリカ / 1h41

12/2 - 12/15

© 2015 MANDARIN PRODUCTION–X FILME–MARS FILMS–FRANCE 2 CINEMA-FOZ-JEANCLAUDE MOIREAU

廣原暁

メアリー・マクガキアン

12/2 - 12/8

© Art Pictures Studio

太賀 / 中村蒼 / 矢本悠馬 / 染谷将太

オーラ・ブラディ / ヴァンサン・ペレーズ
2015 / ベルギー - アイルランド / 1h48

2017 / 日本 / 1h30

12/2 - 12/8

エチエンヌ・コマール
レダ・カテブ / セシル・ドゥ・フランス
2017 / フランス / 1h57

12/9 -

©

HUAYI BROTHERS MEDIA CORPORATION TOMSON INTERNATIONAL ENTERTAINMENT DISTRIBUTION
LIMITED FRANKLIN CULTURAL CREATIVITY CAPITAL CO., LTD ATOM CINEMA CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

© 2017「ビジランテ」製作委員会

ビジランテ

12/9 -

© 2017 UNIVERSAL STUDIOS All Rights Reserved

ゲット・アウト

女神の見えざる手

婚約者の友人

アトラクション

政治―それはロビイストの陰の活動

アンナは第一次大戦で死んだ婚約者

突如モスクワ上空に現れた謎の巨大

『九月に降る風』
『 百日告別』のトム・

父の死を機に三兄弟が久しぶりに再

黒人のクリスは白人の彼女から実家

によって動かされる世界。銃規制派

の墓前で涙を流す謎の男を目撃する。

宇宙船が市街地に墜落。大混乱が生

リン監督による台湾の傑作青春映画

会する。しかしまったく異なる人生を

に招待されて歓迎を受けるが、黒人

制圧

星空

早見和真

のロビイスト会社に移籍したエリザ

男は婚約者の友人を名乗り、彼が語

じる中、政府は戒厳令を敷いて事態

が待望の公開！心に傷を負った少女

歩んできた三人は、それをきっかけに

の使用人がいることに違和感を覚え

ベスは、持ち前の天才的な戦略を駆

る思い出話はアンナの心を癒した。し

の鎮圧を図るが…。人類が初めて遭

と転校生の少年が、美しい星空を見

欲望とプライドが激突する凄惨な運

る。そして白人ばかりのパーティに１人

使して目的の達成に迫る。しかしそこ

かし男はある告白を残して失踪する。

遇する地球外生命体、彼らがやって

るために孤独な旅に出るが…。
『ミラ

命に身を投じてゆく。大森南朋・鈴木

だけいた黒人の青年が突如豹変。
「出

に思わぬ事件が発生し…。ジェシカ・

男の行方を追うアンナがたどり着い

来た真の目的とは !?これがロシアのエ

クル７号』の “ 男の子 ” 役でデビュー

浩介・桐谷健太が三兄弟を熱演。入

ていけ！」
と襲い掛かってきた。何かが

チャステイン主演で、政治の舞台裏を

た真実とは…？Ｆ・オゾンの技巧が冴

ンタメ映画最前線だ！驚異の視覚効

したシュー・チャオが、可愛らしく成

江悠監督渾身のオリジナル脚本によ

おかしい―。映画の常識を覆す予測

リアルに描いた社会派サスペンス。

え渡るエレガントなミステリー。

果で描く壮大なスケールのＳＦドラマ !!

長した姿でヒロインを演じる。

る衝撃のバイオレンス・ノワール。

不能のサプライズ・スリラー！

ジョン・マッデン

フランソワ・オゾン

ジェシカ・チャステイン / マーク・ストロング
2016 / フランス - アメリカ / 2h12

12/9 -

© Universal Pictures

フョードル・ボンダルチューク

ピエール・ニネ / パウラ・ベーア
2016 / フランス - ドイツ / 1h53

12/9 - 12/22

イリーナ・ストラシェンバウム/アレクサンドル・ペトロフ
2017 / ロシア / 1h57

12/9 - 12/22

© 2017「おじいちゃん、死んじゃったって。」製作委員会

トム・リン

ジョーダン・ピール

入江悠

ジミー・リャオ

シュー・チャオ/リン・フイミン/グイ・ルンメイ

大森南朋 / 鈴木浩介 / 桐谷健太 / 篠田麻里子

ジェイソン・ブラム

ダニエル・カルーヤ/アリソン・ウィリアムズ

2011 / 中国 - 台湾 / 1h39

2017 / 日本 / 2h05

2017 / アメリカ / 1h44

12/16 - 12/29

12/16 - 12/22

12/16 - 12/29

日曜日の散歩者

エンドレス・ポエトリー

©

by Diego Araya Fabula, FunnyBalloons, AZ Films, Setembro Cine, WilliesMovies, A.I.E. Santiago de Chile,
2016 Fabula, FunnyBalloons, AZ Films, Setembro Cine, WilliesMovies, A.I.E. Santiago de Chile, 2016

©

© 2015 Roots Fims Fisfisa Media All Rights Reserved.

FILMS Y LE PACTE photo:
© 2016 SATORI FILMS, LE SOLEIL
© PascaleMontandon-Jodorowsky

はじまりの街

おじいちゃん、死んじゃったって。

ネルーダ

スーザンのもとにかつての夫から著作

暴力をふるう夫から逃れるため、アン

吉子は祖父の訃報を受けた時のことを

ナは 13 歳の息子を連れてローマから

思い出してぼんやりしていた。家族は

1971 年にノーベル文学賞を受賞した
チリの国民的文学者パブロ・ネルー

1930 年代。日本統治下の台湾で、日
本に留学したエリートたちが創設し

自伝的作品『リアリティのダンス』待

が届く。彼女に捧げられたその小説の
衝撃的な内容に驚き、彼との再会を望

トリノに移り住む。しかし見知らぬ土

葬儀の準備に追われていたが、やがて

ダ。その思想ゆえ、生涯の大半を政

た台南のモダニズム詩人団体「風

ドロフスキー一家。葛藤を抱える青

ノクターナル・アニマルズ

大いなる愛の逃亡者

わすれられた台湾詩人たち

望の続編。サンティアゴに移住したホ

むようになるスーザン。いったい彼の

地での新生活は思うようにいかず、

父親たちがケンカを始めてしまい…。

府から追われる逃亡生活に費やし

車詩社」の軌跡をたどるドキュメンタ

年アレハンドロは、いくつもの出会い

目的とは…？『シングルマン』に続くト

親子の間にはすれ違いが生まれてき

生と死が交わる特別な時間に、本音で

た。彼を追う警官ペルショノーを語り

リー。日本語での台湾文学の創作を

を経てついに精神の檻から解放され

ム・フォード監督第二作は、独自の美

て…。人生の再スタートに奮闘する母

ぶつかって新たな一歩を踏み出そう

部に、執筆の糧となった逃亡生活の

志した人々の想い、葛藤を、台湾の

る。我々を取り巻く世界はこんなにも

学が貫かれた愛と復讐のミステリー。

子と彼らを温かく支える周囲の人々

とする家族の物語。人気急上昇の女

ある一年とその人間性、代表作「大

インディペンデント映画作家ホアン・

詩的で多彩だ。カルト界の巨匠が贈

を描き、深い感動を誘う人間ドラマ。

優岸井ゆきのの映画初主演作。

いなる歌」の背景に鋭く迫る意欲作。

ヤーリーが静かに熱く、描き出す。

る、真なる生への招待状。

第 73 回ヴェネチア国際映画祭
審査員大賞 受賞
トム・フォード

イヴァーノ・デ・マッテオ

エイミー・アダムス / ジェイク・ギレンホール
2016 / アメリカ / 1h56

2016 / イタリア - フランス / 1h47

12/16 -

© TRIO IN PRAGUE 2016

森ガキ侑大

山崎佐保子

岸井ゆきの / 岩松了 / 美保純 / 水野美紀
2017 / 日本 / 1h44

パブロ・ラライン
2016 /チリ-アルゼンチン-フランス-スペイン/ 1h48

12/22 -

12/23 -

© 2017 映画「勝手にふるえてろ」製作委員会

シンクロナイズドモンスター

プラハのモーツァルト

フラットライナーズ

勝手にふるえてろ

失業して酒に溺れ、ついには彼氏に

「フィガロの結婚」で注目を
1787 年、
集めていたモーツァルトがプラハに招

死後の世界に興味を抱く５人の医学
生が、わずかの時間だけ心臓を止め

中学の同級生に10 年間片思い中の24 歳
の会社員ヨシカが会社の同僚に突然、告ら

じくして、韓国に巨大怪獣が出現し、世

かれる。そこで美貌のオペラ歌手と恋

ることで臨死を体験する実験に熱中

れる。人生初の出来事に興奮するも、彼を

界は騒然！グロリアは自分と怪獣の

に落ちるが、パトロンの男爵も彼女を

する。実験は成功したかに見えたが、

忘れられないヨシカが暴走する！『ちはや

家を追い出されたグロリア。ときを同

誘惑のマスカレード

動きがシンクロしていることに気づ

狙っていて…。史実から得た着想を

やがて思いも寄らぬ恐ろしい影響が

ふる』で評価された松岡茉優初主演＆今

き…。アン・ハサウェイがイメージを

膨らませ、愛と陰謀渦巻くモーツァル

年の東京国際映画祭で観客から最も愛

一新してダメな女を好演。負け犬人

トの危険な三角関係を描いた「ドン・

現れはじめ…。1990 年製作の同名映
画を現代風にリメイク。精神的な恐

生と世界の危機に立ち向かう！

ジョヴァンニ」誕生秘話。

怖が襲う戦慄の SF サイコスリラー。

ナチョ・ビガロンド
アン・ハサウェイ / ジェイソン・サダイキス
2016 / カナダ / 1h50

12/29 -

© 2017 Morgan Creek Productions, Inc.

ジョン・スティーヴンソン
アナイリン・バーナード/モーフィッド・クラーク
2016 / イギリス - チェコ / 1h43

12/30 -

© 2017 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

ニールス・アルデン・オプレヴ
エレン・ペイジ / ディエゴ・ルナ
2017 / アメリカ / 1h50 予定

12/30 -

された、綿矢りさ原作、大九明子監督作 !!
第 30 回東京国際映画祭
観客賞 受賞
大九明子

綿矢りさ

松岡茉優 / 渡辺大知 / 石橋杏奈 / 北村匠海
2017 / 日本 / 1h57

© 2016 Nine Cats LLC

12/30 -

© BRITISH BROADCASTING CORPORATION / THEIR FINEST LIMITED 2016

アレハンドロ・ホドロフスキー

ホアン・ヤーリー
リァン・チュンウェン / リー・ミンウェイ

ルイス・ニェッコ/ ガエル・ガルシア・ベルナル

2015 / 台湾 / 2h42

◆ハートアンドハーツ・コリアン・フィルムウィーク

12/16 -

© 2016 COLOSSAL MOVIE PRODUCTIONS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

マルゲリータ・ブイ / ヴァレリア・ゴリーノ

アダン・ホドロフスキー/パメラ・フローレス
2016 / フランス - チリ - 日本 / 2h08

12/23 - 12/29

© 2015 Megaboxplusm Luzy z Sonidos. ALL RIGHTS RESERVED

空と風と星の詩人

〜尹東柱 ( ユン・ドンジュ ) の生涯〜

12/23 -

and RatPac-Dune
© 2016 Universal Pictures, Warner Bros. Entertainment Inc.Entertainment
LLC

セントラル・インテリジェンス

日本の大学で勉強していたユン・ド

冴えない中年会計士カルヴィンの前

ンジュは治安維持法で逮捕され、27
歳の若さで獄死した。韓国の国民的

に、いじめられっ子だった高校の同

詩人の青春をイ・ジュニク監督が美

しい詩とモノクロの静謐な映像で描

わって現れる。CIA を名乗るボブは
組織に追われているらしく、カルヴィ

いた
『空と風と星の詩人～尹東柱
（ユ

ンは助けを求められるが…。ドウェイ

ン・ドンジュ）
の生涯～』他、
『春の夢』

ン・ジョンソン主演、全米メガヒット

『あの人に逢えるまで』を特集上映！
イ・ジュニク

シン・ヨンシク

カン・ハヌル / パク・ジョンミン
2015 / 韓国 / 1h50

1/5 -

級生ボブがマッチョな姿に生まれ変

の凸凹バディアクション・ムービー！
ローソン・マーシャル・サーバー
ドウェイン・ジョンソン / ケヴィン・ハート
2016 / アメリカ / 1h47

© 2018「嘘八百」製作委員会

1/5 -

© 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation

キングスマン

オール・アイズ・オン・ミー

不都合な真実２
放置された地球

猫が教えてくれたこと

人生はシネマティック！

嘘八百

伝説のラッパー、２PAC ことトゥパッ

環境問題に警鐘を鳴らし、社会現象

ヨーロッパとアジアの文化が交わっ

第２次大戦中のロンドン。国民を勇気

茶と商人の街、堺。イカサマ古物商と

世界的麻薬組織の攻撃により壊滅し

ク・シャクールの波乱の生涯を描く

にまで発展したドキュメンタリー『不

た美しい景観が残るトルコの古都イ

づける映画として、ドイツ軍に囲まれ

落ちぶれた陶芸家の冴えない骨董コ

た英国紳士スパイ機関キングスマン。

伝記ドラマ。トゥパックはスラムで生

都合な真実』の続編。前作から10 年、
アル・ゴア元米国副大統領は環境保

スタンブール。ここで自由気ままに

たダンケルクの英軍兵士を救う姉妹

ンビが “ 幻の利休の茶器 ” で一発逆

残されたエグジーらは、コテコテのア

日々を暮らす７匹の個性豊かな野良

の物語が企画される。脚本家に抜擢

転の大勝負を仕掛ける。家族や大御

メリカンな同盟機関ステイツマンと

ターとなる。しかし、ある日スタジオ

護への取り組みを必死に訴え続けて

猫たちを主役に、猫と人の心温まる

された執筆経験ゼロの女性たちは映

所鑑定士も巻き込んだ騙し合いは思

合流し、敵の陰謀を阻止する事に―。

で強盗に襲撃される。九死に一生を

いたが、自然環境の悪化は深刻さを

触れ合いを優しく見つめていく。まる

画の完成に向けて奮闘するが、製作

わぬ大騒動に発展し…。
『百円の恋』

ノリノリでキレッキレの超過激スパイ

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…。

増している。ゴア氏の闘いと、危機に

で猫とイスタンブールに贈られたラブ

現場はトラブルの連続で…。愛とユー

監督・脚本家が中井貴一＆佐々木蔵

アクションが、超個性的な新キャラク

瀕した地球の現実に迫った必見作。

レターのようなドキュメンタリー。

モアに溢れた感動の映画賛歌！

之介主演で贈る初笑い開運コメディ！

ターを加えて帰ってくる！

まれ育ち、デビューするや瞬く間にス

ゴールデン・サークル

ベニー・ブーム

ボニー・コーエン / ジョン・シェンク

ジェイダ・トルン

ロネ・シェルフィグ

武正晴

ディミートリアス・シップ・Ｊｒ/カット・グレアム

アル・ゴア

イスタンブールの猫たち

ジェマ・アータートン / サム・クラフリン

中井貴一 / 佐々木蔵之介 / 友近 / 森川葵

2017 / アメリカ / 2h17

2017 / アメリカ / 1h38

2016 / アメリカ / 1h19

2016 / イギリス / 1h57

足立紳 / 今井雅子

2018 / 日本 / 1h45

マシュー・ボーン
タロン・エガートン / コリン・ファース
2017 / イギリス / 2h20

