
セールスマン

2016 / イラン - フランス / 2h04

アスガー・ファルハディ
シャハブ・ホセイニ/タラネ・アリドゥスティ

7/1 - 7/14

仲の良い夫婦の自宅に何者かが侵入
し、妻を襲った。表沙汰にしたくない
妻の主張を納得できない夫は独自に
犯人を捜し始めるが…。現代的なライ
フスタイルと伝統的な価値観の狭間
で揺れる人々をリアルに綴る、『別離』
のアスガー・ファルハディ監督最新作。

それいけ！アンパンマン
ブルブルの宝探し大冒険！

2017 / 日本 / 1h00 予定
戸田恵子 / 中尾隆聖 / 多部未華子 / キャイ～ン

7/1 -

ライオンの男の子ブルブルは、お父さ
んから渡された宝の地図を持って
旅に出た。強がっているけれど怖が
りなブルブルをアンパンマンたちは
手伝うことになるが、宝物を横取りし
ようとバイキンマンもやってくる。さ
あ、アンパンマンたちと一緒に楽しい
冒険の旅に出よう！

劇場版 Free!
-Timeless Medley- 約束

2017 / 日本 / 時間未定

おおじこうじ河浪栄作
島崎信長 / 鈴木達央 / 代永翼 / 平川大輔 

©2017 おおじこうじ・京都アニメーション／岩鳶高校水泳部 TM 約束

7/1 -

水泳にかける少年たちの熱い想いや心
のやりとりを描いたTVアニメ「Free !」
が、２本の劇場版として再構築され、
新規エピソードとともにスクリーンに
登場！競泳選手として世界の舞台に
立つという亡き父の夢を追い求めて
きた凛が、親友の宗介との過去の思い
に向き合う姿を描く感動の後編。 

光

2017 / 日本 - フランス - ドイツ / 1h42

河瀨直美
永瀬正敏 / 水崎綾女 / 神野三鈴 / 小市慢太郎

7/1 - 7/7

映画の音声ガイド制作をしている美
佐子は、弱視の天才カメラマン雅哉
と出会う。彼の無愛想な態度に反感を
覚える美佐子だったが、視力を失って
ゆく葛藤を間近で見つめるうち何か
が変わり始める。河瀨直美監督と永瀬
正敏が再びタッグを組んだ、人生の
光を探求する珠玉のラブストーリー。

©2017 “RADIANCE” FILM PARTNERS / KINOSHITA、
COMME DES CINEMAS、Kumie

©MEMENTOFILMS PRODUCTION - ASGHAR FARHADI PRODUCTION
 - ARTE FRANCE CINEMA 2016

第 89 回アカデミー賞
外国語映画賞 受賞

© 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

パイレーツ・オブ・カリビアン
最後の海賊

2017 / アメリカ / 2h09　　

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

©2017 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

7/1 -

“海の死神”サラザールの魔の手から
逃れるため、この世の全ての呪いを解
くと言われる秘宝「ポセイドンの槍」
を探すジャック・スパロウ。あのウィ
ル・ターナーの息子ヘンリーも加わり
新たな冒険が幕を開ける。お馴染の
キャストも再集結！超人気シリーズ
第５作がいよいよ公開！

人生タクシー

2015 / イラン / 1h22

©2015 Jafar Panahi Productions

7/1 - 7/7

ジャファル・パナヒ  

反体制的な活動を理由に、20年間の
映画製作禁止令を受けているイラン
の名匠ジャファル・パナヒ監督最新
作。監督自らタクシー運転手に扮し、
車内のカメラで乗客たちの人生模様
を描き出した。理不尽な怒りをユーモ
アに昇華し、イラン社会のいまに迫る。

第 65 回ベルリン国際映画祭
金熊賞 受賞

ジョン・ウィック：チャプター２

2017 / アメリカ / 2h02

チャド・スタエルスキ
キアヌ・リーヴス/ローレンス・フィッシュバーン

©2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.

7/7 -

キアヌ・リーヴスが伝説の暗殺者に
扮し、「ガンフー」（銃×カンフー）で
大暴れした超アクション第２弾。前
作では愛犬を殺されマフィアを全滅
させたが、今度はマイホームをバズー
カで破壊され怒りMAX！！イタリアン･
マフィア、そして世界中の殺し屋相手
にバトルロワイヤルが始まる！

パーソナル・ショッパー

7/8 - 7/14

兄の死を引きずりながら、セレブの買
い物を代行するパーソナル・ショッ
パーのモウリーン。ある日、携帯電話
に送信者不明のメッセージが届き、
誘導されるように奇妙な出来事に巻
き込まれてゆく。『アクトレス 女たち
の舞台』に続きクリステン・スチュ
ワートの魅力が光るミステリー。

©2016 CG Cinema – VORTEX SUTRA – DETAILFILM – SIRENA FILM – 
ARTE France CINEMA – ARTE Deutschland / WDR

2016 / フランス / 1h45

オリヴィエ・アサイヤス
クリステン・スチュワート/ラース・アイディンガー

劇場版 ポケットモンスター
キミにきめた！

2017 / 日本 / 1h45 予定

湯山邦彦
松本梨香/大谷育江/佐藤栞里/本郷奏多/山寺宏一 

7/15 -

劇場版20作目は、TVアニメ第1 話
「きみに決めた！」で登場以来、遂に
姿を現す幻のポケモン “ホウオウ”を
巡る物語。サトシとピカチュウの初
めての出会いから、本物のパートナー
になるまでの知られざる冒険が描
かれる、ポケモンを卒業した方も必
見の記念碑的作品！

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku©Pokemon ©2017 ピカチュウプロジェクト

光をくれた人

2016 /アメリカ-オーストラリア-ニュージーランド/ 2h13

デレク・シアンフランス
マイケル・ファスベンダー/アリシア・ヴィキャンデル

©2016 STORYTELLER DISTRIBUTION CO., LLC

7/8 - 7/14

子どもに恵まれない灯台守の夫婦が
暮らす孤島に、赤子と男の遺体の乗っ
た舟が流れ着く。過ちと知りつつ自分
たちの娘として育てる二人だが、４年
後、実の母親と出会ってしまう。結婚
生活の愛と破綻を描いた傑作『ブ
ルーバレンタイン』のデレク・シアン
フランス監督が紡ぐ愛の物語。

ブラッド・ファーザー

2016 / フランス / 1h28

ジャン＝フランソワ・リシェ 
メル・ギブソン / ディエゴ・ルナ

©Blood Father LLC, 2015

7/29 - 8/4

戦うメル・ギブソンが帰ってきた！
裏社会から足を洗い、アル中のリハビ
リをしながら暮らすジョンのもとに、
行方不明だった娘が現れた。ギャング
と揉め事を起こし、警察と殺し屋か
ら追われているという娘を守るため、
彼はアウトローのサバイバル術を駆
使して迎え撃つことを決意する。

メットガラ
ドレスをまとった美術館

2016 / アメリカ / 1h31

アンドリュー・ロッシ
アナ・ウィンター / ウォン・カーウァイ

©2016 MB Productions, LLC

7/22 - 7/28

NYメトロポリタン美術館で開催され
たファッション界最大のイベント“メッ
トガラ”に迫るドキュメンタリー。主
催者であるヴォーグ誌編集長アナ・
ウィンターに密着し、セレブと一流メゾ
ンのオートクチュールが競い合う狂乱
の一夜までの８ヶ月を追った。華麗な
る美の祭典へようこそ！

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。

2017 / 日本 / 1h59

楠野一郎萩原健太郎
窪田正孝 / 清水富美加 / 鈴木伸之 / 大泉洋

石田スイ

トランスフォーマー
最後の騎士王

8/4 -

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た！

2017 / アメリカ / 時間未定

マイケル・ベイ
マーク・ウォールバーグ/ローラ・ハドック

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

ジョジョの奇妙な冒険
ダイヤモンドは砕けない　第一章

8/4 -

大人気漫画シリーズ「ジョジョの奇
妙な冒険」が、30周年でまさかの実
写化！美しい海沿いの町・杜王町で
次々に起こる、変死事件などの奇妙
な出来事。見た目は不良だが心根の優
しい高校生・東方丈助は、“スタンド”
と呼ばれる特殊能力を使い、仲間と
共に愛する町を守るため立ち上がる！

©2017 映画「ジョジョの奇妙な冒険　ダイヤモンドは砕けない　第一章」製作委員会©LUCKY LAND COMMUNICATIONS ／集英社

2017 / 日本 / 2h00 予定

荒木飛呂彦三池崇史
山﨑賢人 /伊勢谷友介/神木隆之介/小松菜奈

スパイダーマン：ホームカミング

2017 / アメリカ / 時間未定

ジョン・ワッツ 
トム・ホランド / ロバート・ダウニー・Jr.

©Marvel Studios 2017. ©2017 CTMG. All Rights Reserved.

8/11 -

マーベル・シテマティック・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
貰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！

君の膵臓をたべたい
©2017「君の膵臓をたべたい」製作委員会 © 住野よる / 双葉社

7/28 -

膵臓の病を患う高校生・桜良と、同級
生の“僕”は、彼女の闘病日記を見つ
けたことから次第に一緒に過ごすよ
うになる。だが、懸命に生きる彼女の
日々はやがて終わりを告げることに。
彼女の想い、そしてこのタイトルの
意味とは…。高校生の純粋でまっす
ぐな青春を描く物語。

2017 / 日本 / 1h55

住野よる月川翔
浜辺美波 / 北村匠海 / 北川景子 / 小栗旬

ミラノ・スカラ座 魅惑の神殿

2015 / イタリア / 1h42

ルカ・ルチーニ
リッカルド・ムーティ/ダニエル・バレンボイム

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

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

©Rai Com – Skira Classica – ARTE France – Camera Lucida Productions 2015

©2016 MODERN PEOPLE, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.©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

7/22 - 7/28

7/22 - 8/47/22 -

本音で会話することができない拓実
と、他人と話すことができない順が、
地域交流会の実行委員に任命され
た。順の秘密を知った拓実は「歌なら
気持ちを伝えられるのでは」と提案
するのだが…。大人気アニメが待望
の実写映画化。あなたの背中をそっ
と押してくれる感動の青春群像劇。

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
シングルマザーのドロシアは、パンク
な写真家と幼なじみの少女に相談す
る。『人生はビギナーズ』のマイク・ミ
ルズ監督が今度は自身の母親を題材
に、３人の女性と過ごした特別な夏
を温かく見つめる自伝的作品。

240年の歴史を誇る世界屈指の歌劇
場ミラノ・スカラ座には、作曲家のヴェ
ルディや、「椿姫」を演出したヴィスコ
ンティなど多くの芸術家が携わってき
た。著名人へのインタビューやアーカ
イブ映像を散りばめ、今なお新たな芸
術を育むスカラ座の歴史の旅へとい
ざなうドキュメンタリー。

ザ・マミー 呪われた砂漠の王女

2017 / アメリカ / 時間未定

アレックス・カーツマン
トム・クルーズ / ソフィア・ブテラ

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

©Universal Pictures

7/28 -

8/5 -

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”シリーズ第一弾！

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のに続き、今作
では真のエンディングを映画で先行
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！

ライフ

2017 / アメリカ / 1h44

ダニエル・エスピノーサ
ジェイク・ギレンホール/ライアン・レイノルズ

映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ

2017 / 日本 / 1h48

石井裕也 
石橋静河 / 池松壮亮 / 松田龍平 / 市川実日子

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

©2016 CTMG, Inc. All Rights Reserved. ©2017「映画　夜空はいつでも最高密度の青色だ」製作委員会

7/8 - 7/8 - 7/14

7/15 -

火星で採取した地球外生命体の細
胞を極秘調査するため、宇宙ステー
ションに集められた６人の宇宙飛行
士たち。だが、高い知能を持つ生命
体は次第に進化・成長し、彼らを襲
いはじめる。実際に実現可能な技術
と舞台設定を用い、起こりうるリアル
を徹底的に追求したSFスリラー。

看護師をしながら夜はガールズバー
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。

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！

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

7/15 -

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が訪れる！

2017 / アメリカ / 時間未定

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 

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

最果タヒ

© 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

皆はこう呼んだ、鋼鉄ジーグ

2015 / イタリア / 1h59

二コラ・グアッリャノーネガブリエーレ・マイネッティ
クラウディオ・サンタマリア/イレニア・パストレッリ

8/5 - 8/11

ローマ郊外、チンピラのエンツォはふ
としたことで超人的なパワーを得て
しまう。私利私欲のために力を使っ
ていたが、世話になっていた人物が殺
され、その娘を守ることで正義に目覚
めていく。永井豪原作のアニメ「鋼鉄
ジーグ」をモチーフに誕生したダーク
ヒーロー・エンターテインメント！

©2015 GOON FILMS S.R.L. Licensed by RAI Com S.p.A. – Rome, Italy. All rights Reserved.

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

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

7/22 - 7/28

1950年代末の香港は開発を進める悪徳
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
うが…。『ローグ・ワン』以降、ハリウッド
からのオファーが絶えないドニー・イェ
ンの美しいアクションはもちろん、特別出
演のマイク・タイソンとのシーンも必見。

忍びの国

2017 / 日本 / 2h05

中村義洋
大野智 / 石原さとみ / 鈴木亮平 / 知念侑李

©2017 映画「忍びの国」製作委員会

7/1 -

和田竜

戦国史上唯一、侍と忍びが直接対決
したと言われる「天正伊賀の乱」を
題材とした和田竜のベストセラー小
説を嵐・大野智主演で映画化。圧倒
的な戦力で攻め込む織田の軍勢を、
無門率いる忍びの軍団はいかにして
抗戦するのか!? 誰も見たことがない
戦国エンターテインメント超大作！

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

7/21 -

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！！

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

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


