
キセキ -あの日のソビト -

2017 / 日本 / 1h51

主題歌：GReeeeN『ソビト』兼重淳
松坂桃李 / 菅田将暉 / 忽那汐里 / 平祐奈

うさぎ追いし 山極勝三郎物語

2016 / 日本 / 1h51

近藤明男
遠藤憲一 / 水野真紀 / 豊原功補 / 岡部尚

©2016「うさぎ追いし　山極勝三郎物語」製作委員会

©2017「キセキ あの日のソビト」製作委員会

原作：モンキー・パンチ ©TMS

3/11 - 3/24

3/18 - 3/24 3/18 - 3/31

3/11 - 3/17

2016 / アメリカ / 1h47

ジョン・マスカー / ロン・クレメンツ
屋比久知奈 / 尾上松也 / 夏木マリ

モアナと伝説の海
©2016 Disney. All Rights Reserved.

3/10 -

幼い頃の“ある体験”をきっかけに海
に選ばれた少女モアナは、命の女神
テ・フィティの “心”が盗まれたこと
で闇に覆われようとしている世界を
救うため、大海原へ旅に出ることに。
それは神秘に満ちた大冒険の始まり
だった。ディズニー最新作は南の島
を舞台に贈る感動のファンタジー。

音楽の道に挫折した兄ジンは、歯科
医師を目指しながらも音楽の才能に
目覚めた弟ヒデをサポートすることに。
厳格な父に悟られないため素顔を隠し
て活動することを考え付くのだが…。
現役歯科医師でありながら歌手という
異色の人気アーティスト【GReeeeN】
誕生秘話を描いた青春ムービー！

今からおよそ100年前。「癌を作るこ
とができれば、癌は治せる」という信
念のもと、人工癌発生の研究に全て
をかけた男がいた。その名は山極勝
三郎。愛する家族に支えられながら、
名声よりも、自分の命よりも、万人
の幸福を願い、現在の癌治療の礎
を築いた男の壮絶な人生を描く。

東京ウィンドオーケストラ

2016 / 日本 / 1h15

坂下雄一郎
中西美帆 / 小市慢太郎 / 松木大輔 / 星野恵亮

© 松竹ブロードキャスティング

3/4 - 3/10

屋久島でのコンサートに招待された
アマチュア楽団のメンバーたち。で
もなんで自分たちが？と思っている
と、よく似た名前の有名オーケスト
ラと間違われていることが発覚！慌
てて逃げ出そうとするも、役場の職
員は彼らを“本物”として騙し通そう
と決意して…。笑いと感動の狂騒曲！

2015 / イギリス / 1h42

ギャヴィン・フッド コリン・ファース
ヘレン・ミレン / アラン・リックマン

©eOne Films (EITS) Limited

3/4 - 3/10

遠隔操作ドローンを駆使した英米合
同のテロリスト殺害作戦が進行して
いた。今まさに攻撃しようとしたその
時、標的の近くに幼い少女がいるこ
とが発覚する。現地から数万キロ離
れた指揮官たちは議論を重ねるが…。
知られざる戦争の実態を暴き、モラル
を鋭く問う衝撃の軍事サスペンス。

アイ・イン・ザ・スカイ
世界一安全な戦場

未来を花束にして

2015 / イギリス / 1h46

サラ・ガヴロン
キャリー・マリガン / ヘレナ・ボナム＝カーター

©Pathe Productions Limited, Channel Four Television Corporation and The British Film 
Institute 2015. All rights reserved.

3/11 - 3/24

1912年ロンドン。洗濯工場で働きな
がら夫と幼子と暮らすモードは、参
政権を求めて活動する女性たちと出
会う。これまでの生き方に初めて疑問
を持った彼女は、周囲から反発を受
けながらも自ら運動に参加するように
なり…。未来のために立ち上がった、
勇気ある女性たちを描く感動作！

天使にショパンの歌声を

2015 / カナダ / 1h43

レア・プール
セリーヌ・ボニアー / ライサンダー・メナード

©2015-9294-9759 QUEBEC INC. (une filiale de Lyla Films Inc.)

3/25 - 3/31

1960年代のカナダ。修道院経営の
音楽学校が財政難で閉鎖の危機に。
校長は自分たちの力で学校を守るこ
とを決意し、音楽イベントを計画する
が…。ショパンやリストなどクラシッ
クの調べにのせて、強く明るく人生を
切り開く、シスターと生徒たちの姿が
さわやかな感動を呼ぶ音楽ドラマ。

スノーデン

2016 / アメリカ-ドイツ-フランス/ 2h15

オリバー・ストーン
ジョセフ・ゴードン＝レヴィット / シャイリーン・ウッドリー

©2016 SACHA, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

3/11 - 3/17

世界中のメールや通話は米国政府に
監視されている―。元ＣＩＡ職員エド
ワード・スノーデンが国家の最大機
密を暴露し、世界を震撼させた“ス
ノーデン事件”。彼はなぜ政府を裏
切ったのか。彼は英雄か、犯罪者か。
社会派映画の巨匠オリバー・ストー
ン監督が真実に肉薄した実録ドラマ。

2015 / アメリカ - モロッコ / 2h08

ヴェルナー・ヘルツォーク
ニコール・キッドマン / ジェームズ・フランコ

©2013 QOTD FILM INVESTMENT LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

3/25 - 4/7

イギリスの上流階級出身のガート
ルード・ベルの希望は、まだ見ぬ世
界へ飛び立つことだった。そして訪
れたアラビアの地に魅了された彼女
は、やがて “イラク建国の母”と呼ば
れることになるのだが…。アラビアの
地に情熱を注いだ波瀾の半生は、ま
さに女性版『アラビアのロレンス』。

アラビアの女王
愛と宿命の日々 エリザのために

2016 / ルーマニア - フランス - ベルギー / 2h08

クリスティアン・ムンジウ
アドリアン・ティティエニ / マリア・ドラグシ

©Mobra Films - Why Not Productions - Les Films du Fleuve – France 3 Cinema 2016

3/4 - 3/10

『４ヶ月、３週と２日』『汚れなき祈り』
のクリスティアン・ムンジウ監督が、
道を踏み外してでも娘を守ろうとする
父を描いた緊迫のドラマ。娘エリザが
暴漢に襲われ、その動揺で卒業試験
が失敗することを案じた父親が、警察
署長や試験官に温情を懇願するが…。

第69 回 カンヌ国際映画祭 
監督賞 受賞

ネオン・デーモン

2016 / アメリカ - フランス 他 / 1h58

ニコラス・ウィンディング・レフン
エル・ファニング / キアヌ・リーヴス

©2016, Space Rocket, Gaumont, Wild Bunch

3/18 - 3/31

トップモデルへの階段を駆け上がる
16歳のジェシー。嫉妬に狂ったライ
バルたちの異常な復讐、そして巨大
な野心の目覚めが引き起こす衝撃の
結末とは…!? Ｎ・Ｗ・レフンがスタイ
リッシュに描く、美にとり憑かれた女
たちの悪夢。かつてなく妖艶なエル・
ファニングの美しさも危険すぎる。
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牝猫たち

2016 / 日本 / 1h24

白石和彌 
井端珠里 / 真上さつき / 美知枝 / 音尾琢真

©2016 日活

3/4 - 3/10

『凶悪』『日本で一番悪い奴ら』の白
石和彌監督の最新作はオリジナル脚
本で挑むロマンポルノ。現代社会を
逞しく生きる女性のいまをジャーナリ
スティックな視点で捉え、名匠・田
中登監督の『牝猫たちの夜』にオマー
ジュを捧げている。「ロマンポルノの
女王」白川和子がカメオ出演。

ホワイトリリー

2016 / 日本 / 1h20

加藤淳也 / 三宅隆太中田秀夫
飛鳥凛 / 山口香緖里 / 町井祥真 / 西川カナコ

©2016 日活

3/11 - 3/17

傷ついた過去を慰めあうように寄り添
い生きてきた２人の女・はるかと登
紀子。彼女たちの秘密に踏み込んで
きた男・悟によって、それぞれの愛が
暴走をはじめる―。ホラー映画の名
匠・中田秀夫監督が、レズビアンの
世界に挑み、歪んだ愛の果てにある
女同士の究極の純愛を描いている。

アンチポルノ

2016 / 日本 / 1h18

園子温
冨手麻妙 / 筒井真理子 / 不二子 / 小谷早弥花

©2016 日活

3/4 - 3/10

小説家兼アーティストとして、時代
の寵児となった京子。分刻みのスケ
ジュールを忙しくこなすうちに、虚構
と現実の狭間が曖昧になっていく。
やがて少女の過去が暴かれ、すべて
がエロチックに入り乱れはじめる…。
園子温が表現の壁をぶち壊す、ア
ナーキーで過激な美しき問題作。

彼らが本気で編むときは、

2017 / 日本 / 2h07
生田斗真 / 桐谷健太 / 柿原りんか

©2017「彼らが本気で編むときは、」製作委員会

2/25 -

孤独な女の子トモは、叔父とその恋
人リンコの元で暮らし始める。リンコ
は昔男の子だったトランスジェンダー
の女性。家出した母よりも愛情を注
いでくれる彼女に戸惑うトモだった
が、３人の共同生活は特別な時間に
変わっていく。多様な価値観を尊重
する優しさに満ちた人間ドラマ。

荻上直子

疾風スプリンター

2015 / 香港 -中国 / 2h05

ダンテ・ラム 
エディ・ポン / チェ・シウォン / ショーン・ドウ

©2015 Emperor Film Production Company Limited All Rights Reserved

3/11 - 3/17

強豪自転車チームに加入したチウ・
ミンとティエン。２人はエースのチョ
ン・ジウォンからその座を奪うため、
必死に努力を重ね固い絆で結ばれて
いくが、資金難からチームは解散す
ることになり…。自転車レースに全
てを賭ける男たちを描く、本格ロード
レース・エンターテインメント！

アサシン クリード

2016 / イギリス - フランス - アメリカ 他 / 1h55

ジャスティン・カーゼル
マイケル・ファスベンダー / マリオン・コティヤール

©2016 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved

3/3 -

ある死刑囚の男が遺伝子操作によ
り、ルネサンス期のスペインで伝説
のアサシン（暗殺者）と呼ばれた祖
先の記憶を追体験させられることに。
目的は人間の自由意志を操れる“エ
デンの果実”の秘密を探ることなの
だが…。現在と過去を行き来して描
かれる壮大なミステリーアクション！

好きになるその瞬間を。
告白実行委員会

2016 / 日本 / 1h03

柳沢テツヤ
麻倉もも / 花江夏樹 / 代永翼 / 細谷佳正

©HoneyWorksMovie

2/25 - 3/10

HoneyWorks

憧れの先輩・恋雪と同じ高校に進学す
るため猛勉強し、晴れて桜丘高校へ
入学した雛。恋雪が片思いの相手を
振り向かせるためイメチェンしたこと
を知った雛は告白を決意するが…？
クリエーターユニットHoneyWorks
による青春ストーリー第２弾！
一般・大学生 1,300円／高校生以下 1,000円

キングコング 髑髏島の巨神

ジョーダン・ボート＝ロバーツ
トム・ヒドルストン / ブリー・ラーソン

©2016 WARNER BROS.ENTERTAINMENT INC., LEGENDARY PICTURES PRODUCTIONS, 
LLC AND PATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC.

3/25 -

幻の島 “ 髑髏（ドクロ）島”に、未知
の生物を探索する調査隊が派遣され
た。骸骨が散らばり、巨大な手跡が
残る不気味な島で、彼らの前に現れ
たのは島の巨神＝キングコング！隊員
たちは為す術もなく巨大生物たちか
ら逃げ惑うのだが…。巨大なる絶対
王者の暴走アドベンチャー超大作！

ジャッキー 
ファーストレディ 最後の使命

2016 / アメリカ-チリ-フランス / 1h39

パブロ・ラライン
ナタリー・ポートマン/ピーター・サースガード

©2016 Jackie Productions Limited

3/31 -

ジョン・Ｆ・ケネディ元大統領の妻
＝ジャッキーことジャクリーン・ケネ
ディ。1963年に起きたケネディ大統
領暗殺事件の直後、哀しみに暮れ
る間もなく、夫の名前と功績を歴史
に残すべく奔走する彼女の姿があっ
た…。史上最も有名なファースト・
レディの知られざる物語が明らかに。

2016 / アメリカ / 2h08

デイミアン・チャゼル
ライアン・ゴズリング / エマ・ストーン

ラ・ラ・ランド
Photo credit: EW0001: Sebastian (Ryan Gosling) and Mia (Emma Stone) in LA LA LAND. 

Photo courtesy of Lionsgate. ©2016 Summit Entertainment, LLC.

上映中

『セッション』のＤ．チャゼル監督最
新作。舞台は夢を追い求める人々が
集う街ロサンゼルス。女優志望のミ
アとジャズピアニスト・セバスチャン
の恋を、ゴージャスでロマンチックな
歌とダンスで描いた、往年の名作を
彷彿とさせる極上のミュージカル。

サクラダリセット 前篇

2017 / 日本 / 1h43

深川栄洋
野村周平 / 黒島結菜 / 平祐奈 / 加賀まりこ

©2017 映画「サクラダリセット」製作委員会

金田治
飯島寛騎 / 岐洲匠

3/25 -

河野裕

｢記憶保持｣ 能力を持つ高校生の浅
井ケイは、｢リセット｣の能力を持つ
春埼美空と共に、２年前に死んだ
相麻菫をよみがえらせるため、様々
な能力を組み合わせた作戦に挑む。
時制が錯綜する緊迫のミステリーで
あると同時に、刹那のときめきと哀し
みが胸打つ青春ラブストーリー。

PとJK

2017 / 日本 / 2h04

廣木隆一
亀梨和也 / 土屋太鳳 / 高杉真宙 / 玉城ティナ

©2017「PとJK」製作委員会

3/25 -

三次マキ

仕事にまじめな警察官（P）とピュア
でまっすぐな女子高生（JK）が恋をし
た！そんな２人が一緒にいる方法は
ただひとつ…「結婚しよう！」まわりに
は絶対内緒の２人の結婚生活が始
まる!! 大人気コミックが待望の実写
化。K（亀梨和也）とTT（土屋太鳳）
で贈る超絶ピュアラブストーリー！

マリアンヌ

2016 / アメリカ / 2h04

ロバート・ゼメキス
ブラッド・ピット / マリオン・コティヤール

©2016 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

3/18 - 3/31

1942年。秘密諜報員のマックスとフ
ランス軍レジスタンスのマリアンヌ
は、ある任務を通して出会い恋に落
ちた。やがて２人は結婚し、子供も生
まれて幸せな家庭を手に入れたはず
だったが、彼女が抱えていた秘密に
よって人生が崩れ始め…。運命と愛
に翻弄されるロマンス・スリラー！

王様のためのホログラム

2016 / アメリカ / 1h38

トム・ティクヴァ
トム・ハンクス / アレクサンダー・ブラック

©2016 HOLOGRAM FOR THE KING LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

3/11 - 3/24

解雇により全てを失いIT業界へ転
職したアラン。3Dホログラムを売り
込むためサウジアラビアに向かうが、
彼を待っていたのはWi-Fiもなけれ
ばエアコンもない異文化の嵐だった。
トム・ハンクス絶賛のベストセラー
小説を自身の主演で映画化した、迷
える全ての人を応援する人生讃歌！

仮面ライダー×スーパー戦隊
超スーパーヒーロー大戦

2017 / 日本 / 時間未定

© 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映 AG・東映 ©BANDAI NAMCO Entertainment lnc.

3/25 -

石ノ森章太郎

「ゲームの世界」が「現実の世界」を
総攻撃！エグゼイドとトッキュウジャー
の前に、世界消滅の運命をかけた “ 死
の闘技場”が立ちはだかる。歴代の
仮面ライダー、スーパー戦隊が大乱
戦！そして “あの”ヒーローたちの復
活とニューヒーローの登場！驚きと興
奮のコラボムービーが遂に誕生する！

エゴン・シーレ 死と乙女

2016 / オーストリア-ルクセンブルク/ 1h49

ディーター・ベルナー
ノア・サーベトラ / マレシ・リーグナー

©Novotny & Novotny Filmproduktion GmbH

28歳の若さで早逝した異端の天才
画家エゴン・シーレの名画「死と乙
女」に秘められた、愛の物語を綴る
伝記ドラマ。16歳でヌードモデルを
務めた妹ゲルティと、クリムトから紹
介されたモデルのヴァリとの濃密な
愛の日 を々通じて、芸術を追及し続け
たシーレの姿を赤裸々に炙り出す。

LUPIN THE ⅢRD 
血煙の石川五ェ門

2017 / 日本 / 0h54

小池健
栗田貫一 / 小林清志 / 浪川大輔 / 沢城みゆき

モンキー・パンチ

｢ルパン三世｣の原点をリビルドし若
きルパンたちを描いたシリーズ第２
弾。雇い主である組長の葬儀の場で
裏切り者の汚名を掛けられた五ェ門
は、屈辱を晴らすため斬って斬って
斬りまくる !《血煙》呼ぶ死闘の末に
手に入れたものとは!? 覚醒の瞬間、
そしてルパンとの出会いを目撃せよ！

第89回アカデミー賞 
史上最多タイ13部門 14ノミネート

島々清しゃ（しまじまかいしゃ）

2016 / 日本 / 1h40

新藤風
伊東蒼 / 安藤サクラ / 金城実 / 山田真歩

©2016「島々清しゃ」製作委員会

3/4 - 3/10

コンサートのため沖縄の慶良間諸島
を訪れたバイオリニストの祐子と、
僅かな音のズレでも苦痛に感じてし
まう少女うみが出会った。共に心に
傷を負った２人は、この出会いをきっ
かけに新しい一歩を踏み出していくこ
とに…。沖縄民謡『島々清しゃ』を
モチーフに描いたひと夏の物語。

2017 / アメリカ / 1h58

君の名は。

2016 / 日本 / 1h47

新海誠
神木隆之介 / 上白石萌音 / 長澤まさみ / 市原悦子

©2016「君の名は。」製作委員会

3/4 -

RADWIMPS

公開から６か月以上経ってもその勢
いは留まることを知らず、歴代４位
となる興行収入 240億円を突破した

『君の名は。』がいよいよ上映！田舎
町に暮らす女子高校生・三葉と、東
京に暮らす男子高校生の瀧が、夢の
中で入れ替わっちゃった！？出会うこ
とのない２人の運命が、いま動き出す！

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


