
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。

©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…。

トリガール！

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！！

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。

エイリアン：コヴェナント

2017 / アメリカ / 2h02

リドリー・スコット
マイケル・ファスベンダー/キャサリン・ウォーターストン

©2017 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved

9/15 -

大規模な宇宙への移住計画のため、
地球を旅立った移住船コヴェナント
号に大事故が発生。奇妙な電波を受
信したクルーは、発信元の惑星に不
時着することに。しかし“宇宙の楽園”
のように思われたこの惑星には、あの
凶暴な生命体エイリアンをめぐる恐
るべき秘密が隠されていて…。

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！

映画 山田孝之３D

2017 / 日本 / 1h17

松江哲明/山下敦弘
山田孝之/芦田愛菜

©2017「映画　山田孝之」製作委員会

9/16 - 9/29

カメラを前に男は語り出す。自身の過
去、現在、そして未来を。その男の名
は山田孝之。ドキュメンタリードラマ
をきっかけに制作された本作は、山
田の脳内を体感できる唯一無二の
３D映画。摩訶不思議な山田の世界
に我々は何を見るのか？全人類に
告ぐ！これが山田孝之のすべてだ！

ママは日本へ嫁に
行っちゃダメと言うけれど。

2017 / 日本 - 台湾 / 1h34

谷内田彰久
ジエン・マンシュー / 中野裕太 / 蛭子能収

©“Mamadame” production committee

9/9 - 9/15

モギサン / リンちゃん

日本のドラマやアニメが大好きな台湾
人女性リン。そんな彼女のFacebook
に｢モギ｣という日本人男性からメッ
セージが届く。友達承認をした２人は
オンライン上でやり取りを始め、次第
に恋に落ちていき…。恋に臆病になっ
ているあなたに贈る、Facebookから
生まれた実話ラブストーリー。

トンネル
闇に鎖（とざ）された男

2016 / 韓国 / 2h07

キム・ソンフン 
ハ・ジョンウ / ペ・ドゥナ / オ・ダルス 

9/9 - 9/15

家路を急ぐジョンスが、トンネル崩落
事故に巻き込まれ生き埋めになって
しまった。手元にはペットボトルの水
２本、娘への誕生日ケーキ、そして
充電率 78％の携帯電話のみ。救助
活動が困難を極める中、崩落は徐々
に進んでいき…。韓国発 “ 感動 ”の
パニック映画がいよいよ公開！

©2016 SHOWBOX, ANOTHER SUNDAY, HISTORY E&M AND B.A. ENTERTAINMENT
ALL RIGHTS RESERVED.

ノーゲーム・ノーライフ  ゼロ
© 榎宮祐・株式会社 KADOKAWA 刊／ノーゲーム・ノーライフ ゼロ製作委員会

8/26 - 9/15

2014年に放映され話題を呼んだ「ノ
ゲラ」劇場版が遂に公開！TV版とは
一転、物語の舞台はゲームの勝敗で
全てが決まる≪盤上の世界（ディス
ボード）≫が創られる約6000 年前。
滅亡の危機にあった人間のリーダー・
リクと、機械仕掛けの少女シュヴィとの
出会いから新たな物語が幕を開ける。

2017 / 日本 / 1h46
松岡禎丞/茅野愛衣/日笠陽子/田村ゆかり

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

フィフティ・シェイズ・ダーカー

2017 / アメリカ / 1h58

ジェームズ・フォーリー
ダコタ・ジョンソン / ジェイミー・ドーナン

©2017 UNIVERSAL STUDIOS

9/9 - 9/22

恋愛未経験の女子大生アナが若き
大富豪グレイに見初められ、倒錯し
た恋愛に溺れる様を描いた前作。今
作は、愛を受け止めきれずに去った
アナをグレイが追う。アナが出した

〈新たな条件〉の下、関係を修復した
かに見えた２人だったが、ある人物に
よりグレイの驚愕の過去が暴かれ…。

ブランカとギター弾き

2015 / イタリア / 1h17

長谷井宏紀
サイデル・ガブテロ / ピーター・ミラリ

©2015-ALL Rights Reserved Dorje Film

9/16 - 9/22

フィリピンの路上で暮らす孤児のブ
ランカは、ある日、母親をお金で買う
ことを思いついた。盲目の路上ギター
弾きのピーターから、歌を歌ってお
金を稼ぐことを教わり共に旅に出る
ことに。ピーターのギターに合わせ
て歌うビアンカの美しい歌声は、街
行く人々を惹きつけていくのだが…。

甘き人生

2016 / イタリア - フランス / 2h10

マルコ・ベロッキオ
ヴァレリオ・マスタンドレア/ベレニス・ベジョ

©2016 ALL RIGHTS RESERVED IBC MOVIE SRL, KAVAC FILM SRL, AD VITAM

9/16 - 9/22

1960年代のトリノと90年代のローマ
を舞台に、幼い頃に母と死別したトラ
ウマを抱えて生き続ける男が、ある女
性との運命的な出会いを経て未来
へ歩みだす姿を描く。巨匠マルコ・
ベロッキオが力強く格調高い演出で、
戦後イタリア史に差す光と影を織り
込みながら謳い上げる愛の叙事詩。

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

9/23 - 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！

残像

2016 / ポーランド / 1h39

アンジェイ・ワイダ
ボグスワフ・リンダ / ゾフィア・ヴィフワチ

9/16 - 9/22

第２次大戦後のポーランド。前衛画
家のストゥシェミンスキは、芸術の
政治利用を進める政府に反発し、苛
烈な弾圧を被る。それでも彼は信念
を貫こうとして…。ポーランドの歴史
と対峙し続けた巨匠アンジェイ・ワ
イダが、その生涯をかけて追求した
テーマを凝縮。渾身の遺作である。

©2016 Akson Studio Sp. z o.o, Telewizja Polska S.A, EC 1 - Lodz Miasto Kultury, Narodowy 
Instytut Audiowizualny, Festiwal Filmowy Camerimage-Fundacja Tumult All Rights Reserved.

ヒトラーへの285枚の葉書

2016 / ドイツ-フランス-イギリス/ 1h43

ヴァンサン・ペレーズ
エマ・トンプソン / ブレンダン・グリーソン

9/23 - 9/29

戦勝に沸く1940年のベルリン。質素
に暮らす夫婦のもとに、一人息子の
戦死の知らせが届く。深い悲しみに
沈む２人は、ヒトラー政権への怒りを
記した葉書を街中に置き始めるが…。
記録文書を基に描かれた、ペンと葉
書だけを武器にナチスに抵抗し戦っ
た、平凡な労働者階級の夫婦の物語。

©X Filme Creative Pool GmbH / Master Movie / Alone in Berlin Ltd /
 Pathe Production / Buffalo Films 2016

2017 / 日本 / 1h38

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

静かなる情熱
エミリ・ディキンスン

2016 / イギリス / 2h05

テレンス・デイヴィス
シンシア・ニクソン/ジェニファー・イーリー

©A Quiet Passion Ltd/Hurricane Films 2016. All Rig hts Reserved.

9/16 - 9/22

55年の生涯を終えたエミリ・ディキ
ンスンの部屋から、1800篇もの未発
表の詩が見つかった―。瑞 し々い感
性で紡がれた彼女の詩は世界中の
人々に愛され、多くの芸術家に影響を
与えることに。孤独と向き合いながら

「後世に伝われば」と詩作を続けて
きたエミリの、知られざる半生を描く。

串田和美 鶴屋南北

いしづかあつこ 榎宮祐

ユリゴコロ
©沼田まほかる／双葉社 ©2017「ユリゴコロ」製作委員会

9/23 -

余命わずかな父の書斎で、殺人者の
告白文が綴られた一冊の日記が見つ
かった。これは事実か、創作か。いっ
たい誰が何の為に書いたのか。日記
の登場人物である美紗子を中心に、
過去と現在が交錯しながら、登場人
物たちが愛と宿命の渦に翻弄されて
いくさまを描いた恋愛ミステリー。

ダンサー、セルゲイ・ポルーニン
世界一優雅な野獣

2016 / イギリス - アメリカ / 1h25

スティーヴン・カンター
セルゲイ・ポルーニン/イーゴリ・ゼレンスキー

©British Broadcasting Corporation and Polunin Ltd. / 2016

9/23 - 9/29

天才ダンサー、セルゲイ・ポルーニン。
“ヌレエフの再来”と謳われ、19 歳で
英ロイヤル・バレエ団のトップに上り
詰めるが、わずか２年後に退団してし
まう。本人や家族へのインタビュー
を通して、圧倒的な才能と繊細な魂を
抱えて彷徨するポルーニンの素顔に
肉薄したドキュメンタリー。

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 - 10/6

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。トラボルタが復習の鬼
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 - 10/6

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。

昼顔

2017 / 日本 / 2h05

井上由美子西谷弘
上戸彩/斎藤工/伊藤歩/平山浩行

©2017 フジテレビジョン　東宝 FNS27 社

9/16 - 9/29

互いに家庭を持つ身でありながら惹
かれ合い、一線を越えてしまった紗和
と裕一郎。関係が明るみになり別れ
を余儀なくされてから３年。再びめぐ
り逢ってしまった２人はかつての愛を
振り切れずに逢瀬を重ねていくが…。
社会現象となった“昼顔”衝撃の結
末！運命の歯車が再び動き出す。

2017 / 日本 / 時間未定

熊澤尚人
吉高由里子/松坂桃李/松山ケンイチ/佐津川愛美

沼田まほかる

夜明けの祈り

2016 / フランス - ポーランド / 1h55

アンヌ・フォンテーヌ
ルー・ドゥ・ラージュ / アガタ・ブゼク

©2015 MANDARIN CINEMA AEROPLAN FILM / ANNA WLOCH

9/16 - 9/29

1945年のポーランドで、ソ連兵の暴
行を受けて身ごもった修道女たちが
いた。赤十字で働く女医マチルドは
激務の合間を縫って修道院へ通い、
彼女たちの希望となっていく。信仰
は、医療は、人を救済することができ
るのか。確固たる信念のもと人道を
貫いたフランス人医師の真実の物語。

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
した一匹の猫が現れる。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

9/23 - 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

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


