
文豪ストレイドッグス
DEAD APPLE

2018 / 日本 / 1h30

五十嵐卓哉
上村祐翔 / 宮野真守 / 小野賢章 / 神谷浩史

©2018 朝霧カフカ・春河 35 ／ KADOKAWA ／文豪ストレイドッグス DA 製作委員会

4/21 - 5/3

朝霧カフカ

架空の都市ヨコハマを舞台に、中島
敦、太宰治、芥川龍之介といった名だ
たる文豪たちと同じ名前の登場人物
たちが、異能力を駆使して戦う人気ア
ニメの続編が、劇場版となっていよい
よ公開。“龍頭抗争”から６年。異能
力者たちが不可解な“霧”の中で相
次いで自殺する事件が発生して…。

ハッピーエンド

2017 / フランス-ドイツ-オーストリア/ 1h47

ミヒャエル・ハネケ
イザベル・ユペール/ジャン＝ルイ・トランティニャン

4/27 - 5/10

カレーのブルジョアな邸宅に暮らす
３世帯の家族。既に引退している家
長のジョルジュは、孫娘エヴの瞳に
暗い死の影を見出していた。ジョル
ジュは衝撃の告白をすることで、彼女
の閉ざされた心をこじ開けようとする
のだが…？名匠ミヒャエル・ハネケ監
督が投げかける、愛と死の物語。

©2017 LES FILMS DU LOSANGE - X FILME CREATIVE POOL Entertainment GmbH - WEGA 
FILM - ARTE FRANCE CINEMA - FRANCE 3 CINEMA - WESTDEUTSCHER RUNDFUNK - 

BAYERISCHER RUNDFUNK - ARTE - ORF Tous droits reservesThe Beguiled ／ビガイルド
欲望のめざめ

2017 / アメリカ / 1h33
コリン・ファレル / ニコール・キッドマン

©2017 Focus Features LLC All Rights Reserved

4/20 - 5/3

ソフィア・コッポラ

南北戦争から隔離された女子寄宿学
園に暮らす７人の女性たちは、負傷した
１人の兵士を見つけ、手当のため匿うこ
とに。男子禁制の学園に突如現れた１
人の男の存在は、やがて聖女たちの抑
圧されていた欲望を呼び覚まし…。女
性の暗部をあぶり出す極上スリラー。

第 70 回カンヌ国際映画祭
監督賞 受賞

2018 / アメリカ / 2h30

アンソニー・ルッソ / ジョー・ルッソ
ロバート・ダウニー・Jr. /ジョシュ・ブローリン

ママレード・ボーイ

2018 / 日本 / 2h07

廣木隆一
桜井日奈子/吉沢亮/佐藤大樹/優希美青/筒井道隆

©吉住渉／集英社 ©2018 映画「ママレード・ボーイ」製作委員会

4/27 -

吉住渉

高校生の光希と遊は、ある日突然、互
いの両親の離婚＆パートナーを交換
した再婚を機に一緒に暮らすことに。
６人２家族での共同生活に戸惑う光
希だが、次第に遊に惹かれていき…。
トキメキいっぱいの同居生活で胸キュ
ンが止まらない！90 年代から愛され
続ける少女漫画が待望の映画化。

春河35

ビッグ・シック
ぼくたちの大いなる目ざめ

2017 / アメリカ / 2h00

マイケル・ショウォルター
クメイル・ナンジアニ / ゾーイ・カザン

©2017 WHILE YOU WERE COMATOSE, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

5/4 - 5/17

アメリカ人のエミリーと付き合うパキ
スタン生まれのクメイル。彼は同郷の
女性しか認めない厳格な母親に従い
見合いをするが、彼女にバレて破局し
てしまう。そして数日後、彼女は原因不
明の病で昏睡状態に陥ってしまい…。
果たして２人の運命は？愛と笑いに
溢れた感動の実話を映画化。

悪女／AKUJO

2017 / 韓国 / 2h04

チョン・ビョンギル 
キム・オクビン/シン・ハギュン/ソンジュン

©2017 NEXT ENTERTAINMENT WORLD & APEITDA. All Rights Reserved.

5/11 - 5/17

ユン・ビョンシク 

犯罪組織に育てられた美しき殺し屋の
スクヒは、愛する人を殺され復讐を決
意した。しかし国家組織に拘束され、
政府直属の殺し屋としての第２の人
生を歩むことに。やがて新たな愛を見
つけるが…。スタント出身の監督なら
ではの、誰も観たことのない最先端ス
タイリッシュ・アクション！

ダンガル きっと、つよくなる

©Aamir Khan Productions Private Limited and UTV Software Communications Limited 2016

5/18 - 5/31

2016 / インド / 2h20

ニテーシュ・ティワーリー
アーミル・カーン / サークシー・タンワル

インド映画世界興収史上 No.1！
生活のためにレスリングを引退し
た熱血男が、２人の娘の格闘セン
スに希望を見出し、金メダルの夢
を託して特訓を開始する！主演は
インドの国民的スター『きっと、

うまくいく』のアーミル・カーン。「家
族愛にホロリ」どころじゃない、号泣
＆胸熱必至の大感動作！

しあわせの絵の具
愛を描く人 モード・ルイス

2016 / カナダ - アイルランド / 1h56

アシュリング・ウォルシュ 
サリー・ホーキンス / イーサン・ホーク

©2016 Small Shack Productions Inc. / Painted House Films Inc. / Parallel Films (Maudie) Ltd.

5/25 - 6/7

カナダで最も愛されている画家モー
ド・ルイス。絵を描くことと自由を愛し、
小さな港町で美しい風景や動物たち
を描く彼女と、不器用ながら献身的に
支える夫エベレットとの、慎ましくも幸
せな日々を描く。孤独だった２人が出
会い、夫婦の絆と幸せを手に入れた
感動の実話を映画化。

聖なる鹿殺し
キリング・オブ・ア・セイクリッド・ディア

2017 /イギリス-アイルランド/ 2h01

ヨルゴス・ランティモス
コリン・ファレル / ニコール・キッドマン

5/4 - 5/10
©2017 EP Sacred Deer Limited, Channel Four Television Corporation, 

New Sparta Films Limited

ある少年を家に招き入れて以来、突然
子供が歩けなくなるなど、幸せだった
スティーブンの家庭で不可解な出来事
が続発する。一体家族の身に何が？そし
てスティーブンが迫られる究極の選択
とは…!?『ロブスター』の奇才ランティ
モスが放つ不条理サスペンスの怪作。

第 70 回カンヌ国際映画祭
脚本賞 受賞

レディ・ガイ

2016 / アメリカ / 1h36

ウォルター・ヒル
ミシェル・ロドリゲス/シガニー・ウィーバー

©2016 SBS FILMS All Rights Reserved

5/4 - 5/10

フランクは凄腕の殺し屋だったが、雇
い主に裏切られ、手術で女性の身体
に変えられてしまった。怒りに燃える
フランクの壮絶な復讐が始まる！設定
は奇抜でもアクションは超本格！男の
世界を描き続ける巨匠ウォルター・
ヒルとハリウッド１の男前女優ミシェ
ル・ロドリゲスの強力タッグ作 !!

さらば青春、されど青春。

2018 / 日本 / 1h54

赤羽博 
大川宏洋 / 千眼美子 / 石橋保 / 木下ほうか

©2018 IRH Press

5/12 -

大学を卒業後、仕事も恋愛も順調に
進んでいた真一。以前より神秘的な
存在からコンタクトを受けていた彼
は、やがて”救世主としての使命”に
目覚める。この世での幸福か、運命に
従うか？人生を決断するにはどちらか
１つを捨てなければならない。果たし
て真一の選択する未来とは…。

友罪

2018 / 日本 / 2h09

瀬々敬久
生田斗真/瑛太/佐藤浩市/夏帆/山本美月

©2017 映画「友罪」製作委員会 ©薬丸岳／集英社

5/25 -

薬丸岳

ジャーナリストの夢破れて町工場で
働き始めた益田は、同じ日に働き始め
た鈴木と出会う。次第に心を通わせて
いく２人だったが、あるきっかけで増
田は「鈴木が17 年前の連続児童殺
傷事件の元少年犯ではないか」と疑
い始めて…。生田斗真と瑛太が渾身
の演技で挑んだ慟哭の人間ドラマ。

ワンダーストラック

2017 / アメリカ / 1h57

トッド・ヘインズ 
オークス・フェグリー / ジュリアン・ムーア

©2017 AMAZON CONTENT SERVICES LLC

5/11 - 5/17

ブライアン・セルズニック

少年ベンの母親は、父親のことを何も
教えてくれないまま亡くなってしまっ
た。ベンは母が遺したメモを頼りにNY
へ向かうことに。その50 年前、耳が聞
こえない孤独な少女ローズは憧れの
女優に逢うために NY に向かってい
た。２つの時代の孤独な子供たちが
紡ぐ、心に優しいファンタジー。

サバービコン 仮面を被った街

Photo Credit: Hilary Bronwyn Gayle©2017 Paramount Pictures. All rights reserved.

5/4 -

白人だけが暮らす50年代アメリカの
住宅街。そこに黒人の一家が引っ越し
てきてから起こり始める異変を、社
会派的な切り口やブラックユーモア
を交えて描く。監督Ｇ・クルーニー、
脚本コーエン兄弟、主演Ｍ・デイモ
ン＆Ｊ・ムーアという目まいのするよ
うな豪華布陣による異色ドラマ。

2017 / アメリカ / 1h45

ジョージ・クルーニー
マット・デイモン / ジュリアン・ムーア

あなたの旅立ち、綴ります

2016 / アメリカ / 1h48

マーク・ペリントン 
シャーリー・マクレーン/アマンダ・セイフライド

©2016 The Last Word, LLC.All Rights Reserved.

5/11 - 5/17

老婦人のハリエットは存命中に訃報
記事を書いてもらおうと思いついた。
しかし嫌われ者の彼女を良く言って
くれる人などいないことに愕然とする。
最高の訃報記事のため、執筆記者の
アンと協力して自分を変えようと奮闘
するが…。Ｓ・マクレーン＆Ａ・セイフ
ライド競演のハートフル終活ドラマ。

ウィンストン・チャーチル
ヒトラーから世界を救った男

©2017 Focus Features LLC. All Rights Reserved.

4/28 - 5/10

第２次大戦初期、30万人のイギリス軍
はナチスドイツによってダンケルク港
に追い詰められていた。ヒトラーに屈す
るのか、抗戦するのか。英国首相チャー
チルは世界の命運を左右する決断を
迫られ…。首相就任からダンケルクの
戦いまでの27日間を描く、史実ドラマ。

第 90 回アカデミー賞 
主演男優賞／メイクアップ＆ヘアスタイリング賞 受賞

2017 / イギリス / 2h05

ジョー・ライト　特殊メイク：辻一弘
ゲイリー・オールドマン/クリスティン・スコット・トーマス

孤狼の血

2018 / 日本 / 2h06

白石和彌
役所広司/松坂桃李/真木よう子/竹野内豊

©2018「孤狼の血」製作委員会

5/12 -

柚月裕子

昭和63年、暴力団対策法成立直前
の広島で、暴力団関連企業の会社員
が失踪した。殺人事件と睨んだ刑事は
捜査を開始するが、やがて血で血を洗
う抗争へと巻き込まれていく。遠慮な
い暴力描写で男たちの渇望を描く本
作は、数 の々任侠映画を排出してきた
東映の新たな代表作となるだろう。

アベンジャーズ
インフィニティ・ウォー

©2018 MARVEL

4/27 -

最強の敵サノスが現れ、宇宙はバラ
ンスを崩し始めた。何度も世界を救っ
てきたアベンジャーズでも歯が立た
ず、スパイダーマンら新戦力が加わる
が…。『アイアンマン』公開から10 年
を迎える今年、マーベルの大人気ヒー
ローが総出演する集大成作品がいよ
いよ開幕！絶望に立ち向かえ！

レディ・プレイヤー 1

2018 / アメリカ / 2h20

スティーヴン・スピルバーグ
タイ・シェリダン / オリビア・クック

©2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED

上映中

アーネスト・クライン

想像したこと全てが現実になり、何
にでもなれる夢のバーチャル世界

「OASIS」。どこかに眠るという“宝の
卵”を見つけるべく、全人類参加のト
レジャー・ハンティングが始まる！デ
ロリアンやキングコングの他、ガンダ
ムやAKIRA の金田バイクなど日本
が世界に誇る人気キャラも大活躍！

空海−KU-KAI− 
美しき王妃の謎

2017 / 中国 - 日本 / 2h12

チェン・カイコー
染谷将太/ホアン・シュアン/阿部寛/松坂慶子

©2017 New Classic Media, Kadokawa Corporation, Emperor Motion Pictures, Shengkai Film

上映中 - 5/10

夢枕獏

遣唐使として海を渡った若かりし日
の空海と、中国が誇る稀代の詩人・
白楽天。長安で出会った２人は都を
震撼させる怪事件を探り始めて…。
名匠チェン・カイコーのもと、一流の
スタッフと日中を代表する豪華俳優
陣が結集。未曽有の大スケールで贈
る極上のエンターテインメント巨編。

デッドプール２

2018 / アメリカ / 時間未定

デヴィッド・リーチ
ライアン・レイノルズ/ジョシュ・ブローリン/ 忽那汐里 

50回目のファーストキス

2018 / 日本 / 1h54

福田雄一
山田孝之/長澤まさみ/ムロツヨシ/佐藤二朗

©2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved©2018「50 回目のファーストキス」製作委員会

6/1 -6/1 -

毒舌＆下ネタ連発、不死身で無敵で
不敵の「俺ちゃん」が帰ってきた！！恋
人のためにも“良い人”になろうと決
意したデッドプールは、謎の力を秘め
た少年を守るために最強鬼ヤバチー
ム「エックス・フォース」を結成する
が…？異色の無責任ヒーローが贈る
アクション・コメディ第２弾！

ハワイに住むプレイボーイの大輔が
本気で恋をしたのは、記憶が１日で
消えてしまう女性だった…。2004年に
大ヒットしたハリウッド映画を山田孝
之×長澤まさみでリメイク。『銀魂』や

『勇者ヨシヒコ』シリーズなどギャグ
コメディを得意とする福田雄一監督
が、本気でラブストーリーに挑戦。

犬ヶ島
©2018 Twentieth Century Fox Film Corporation

5/25 -

近未来の日本。犬インフルエンザが発
生し、犬たちはごみ処理場の島「犬ヶ
島」に隔離されてしまった。12歳の小
林アタリは、愛犬を探すため、小型機
を盗んで犬ヶ島にやってきたが…。ベル
リン国際映画祭で絶賛された、日本を
舞台に描くストップモーションアニメ。

第 68 回ベルリン国際映画祭
銀熊賞（監督賞） 受賞

エターナル

2016 / 韓国 / 1h37

イ・ジュヨン
イ・ビョンホン / コン・ヒョジン

©2017 WARNER BROS PICTURES, ALL RIGHTS RESERVED

5/18 - 5/24

ジェフンは妻子をシドニーに留学させ、
自分はソウルの証券会社で仕事に励
んでいた。しかし会社が莫大な負債
を抱えて倒産。失意のままシドニー
にいる妻子のもとを訪れるが、そこに
は別の男と親しく過ごす妻子の姿が
あって…。イ・ビョンホンが渾身の演
技で魅せるラブ・サスペンス。

大川隆法

娼年

2018 / 日本 / 1h59

三浦大輔
松坂桃李 / 真飛聖 / 冨手麻妙 / 西岡徳馬

©石田衣良／集英社　2017 映画「娼年」製作委員会

5/18 - 5/31

石田衣良

大学生の森中領は、生活や女性との
関係にも退屈していた。そんな領に、
女性向け会員制クラブのオーナー・
静香が〈娼夫〉の仕事を持ちかける。
最初こそ戸惑う領だったが、女性の
中に隠された心の傷や欲望を癒す
ことで自分の成長も実感していき…。
鮮烈な愛のドラマ、遂に映画化。

ラブレス

2017 /ロシア-フランス-ドイツ-ベルギー/ 2h07

アンドレイ・ズビャギンツェフ
マルヤーナ・スビヴァク/アレクセイ・ロズィン

©2017 NON-STOP PRODUCTIONS - WHY NOT PRODUCTIONS

5/25 - 5/31

離婚協議中のボリスとジェーニャは、
12歳の息子の引き取りを押し付け合
い激しく口論する。その翌日、息子が
失踪し…。身勝手な両親が見つける
のは本当の愛か、それとも空虚な幸せ
か。神話のごとき重厚な筆致で、現代
人の心の空洞を浮かび上がらせる鬼
才ズビャギンツェフ監督最新作。

ホース・ソルジャー
©2018 BY HS FILM, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

5/4 -

９.11テロ事件の翌日、米国は反撃を
開始した。敵拠点を制圧すべく12人の
精鋭が現地へ乗り込んだが、敵勢は
予想をはるかに上回る５万人。そして
険しい山岳地帯のため馬による移動
と戦闘を強いられて…。最高機密とし
て封印されていた、誇り高き男たちの
壮絶な戦いが今、明らかに。

2018 / アメリカ / 2h10

ニコライ・フルシー
クリス・ヘムズワース / マイケル・シャノン

ダグ・スタントン

ピーターラビット

2018 / オーストラリア-アメリカ-イギリス/ 1h35

ウィル・グラック
ローズ・バーン / ドーナル・グリーソン

©2018 SONY PICTURES ENTERTAINMENT (JAPAN) INC. ALL RIGHTS RESERVED.

5/18 -

ビアトリクス・ポター

ウサギのピーターは、たくさんの仲間
や画家のビアと楽しく暮らしていた。
ところがある日、ロンドンから動物嫌
いのマクレガーが隣に引っ越してき
て生活が一変！ピーターたちとマク
レガーの争いは思わぬ大事件に発
展して…！人気絵本の「ピーターラ
ビット」が待望の実写映画化！

ラブ×ドック

2018 / 日本 / 1h53

鈴木おさむ
吉田羊 / 野村周平 / 玉木宏 / 吉田鋼太郎

©2018「ラブ×ドック」製作委員会

5/11 -

恋愛で数々の痛い目を見てきたアラ
フォー×恋愛体質の飛鳥は、ある日

「ラブドック」という恋愛クリニックの
存在を知る。遺伝子レベルで解析す
ることで、恋愛トラブルを回避できる
ようになるというのだが…？人気放送
作家・鈴木おさむの初監督作品は、
大人のためのラブ・コメディ。

2018 / アメリカ / 1h41 予定

ウェス・アンダーソン
ブライアン・クランストン/エドワード・ノートン/野田洋次郎

コーエン兄弟

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


