
曇天に笑う

2018 / 日本 / 1h34

本広克行『踊る大捜査線 THE MOVIE』
福士蒼汰 / 中山優馬 / 古川雄輝 / 東山紀之

©映画「曇天に笑う」製作委員会 ©唐々煙／マッグガーデン

上映中

唐々煙

｢どんな時でも笑っていられる強い男
になれ !｣が信条のお調子者、曇天火。
曇３兄弟の長男にして曇神社14代当
主であり、最強の男として村を守って
いた。300年に1度の伝説のオロチ（大
蛇）復活がささやかれる中、明治政府
転覆を目論む大闘争に巻き込まれてし
まう。運命に挑む男たちの胸熱ドラマ。

2018 / アメリカ / 1h58

ローアル・ユートハウグ 
アリシア・ヴィキャンデル/ドミニク・ウェスト

トゥームレイダー
ファースト・ミッション

上映中

世界的人気のゲームに、新たな主人
公『リリーのすべて』のアリシア・ヴィ
キャンデルを迎え映画化。冒険家の
父親が遺した使命を果たすべく、幾
重にも仕掛けられた罠、次々に降り
かかる謎を解き、果たしてララ・クラ
フトは誰よりも早く“幻の秘宝”にた
どり着くことが出来るのか！？

©2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND METRO-GOLDWYN-MAYER
PICTURES INC.

2017 / アメリカ - イギリス / 1h56
フランシス・マクドーマンド/サム・ロックウェル

マーティン・マクドナー

2017 / フランス / 2h17

リュック・ベッソン
デイン・デハーン / カーラ・デルヴィーニュ

ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書

©Twentieth Century Fox Film Corporation and Storyteller Distribution Co., LLC.

3/30 -

1971年、ニューヨークタイムズはベ
トナム戦争に関する機密文書をス
クープするが、政府により差し止め
られる。ワシントンポスト初の女性
発行人キャサリンと編集主幹のベ
ンも独自に全文を入手するが…。

権力に屈さず、真実の報道に尽力した
記者の姿を描く必見の社会派ドラマ。

2017 / アメリカ / 1h56

ジョシュ・シンガースティーヴン・スピルバーグ
メリル・ストリープ / トム・ハンクス

ヴァレリアン 千の惑星の救世主

©2017 VALERIAN S.A.S. - TF1 FILMS PRODUCTION

3/30 -

『スター・ウォーズ』にも影響を与え
た名作SFコミックをリュック・ベッ
ソンが映画化！西暦 2740年、連邦
捜査官のヴァレリアンとローレリー
ヌは、パトロール中に様々な種族が
共存する“千の惑星の都市”を訪れ

るが、そこでは邪悪な陰謀が渦巻いてい
た。宇宙ステーションの超絶ビジュアル
や、銀河中を駆け巡る展開に大興奮！

2017 / アメリカ / 2h20
ジェニファー・ローレンス / ジョエル・エドガートン
フランシス・ローレンス 

レッド・スパロー
©2018Twentieth Century Fox Film Corporation

3/30 -

事故によってバレエの道を閉ざさ
れたドミニカが、美貌と心理操作
で標的を誘惑する女スパイ“スパ
ロー”となってゆく―。元CIA 局
員の同名小説をアカデミー賞女
優ジェニファー・ローレンス×『ハ

ンガー・ゲーム』の監督が再タッグ
で映画化。欲望・策略・裏切りが渦
巻く予測不能のスパイ・アクション！

アベンジャーズ インフィニティ・ウォー

©2018 MARVEL

4/27 -

2018 / アメリカ / 時間未定

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

“最凶最悪の敵”サノス登場！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
ンら新戦力が加わり、決死の総力
戦に挑む！！『アベンジャーズ』シ
リーズ第３作目。『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！！

ちはやふる - 結び -

©2018 映画「ちはやふる」製作委員会 ©末次由紀／講談社

上映中

“競技かるた”を題材にした人気コミッ
クを実写化し、話題になった青春映画
の続編。前回から２年が経ち、高校３年
生になった千早、太一、新たちは、再
びかるたで繋がることができるのか？
そして、３人の恋の行方は…。主題歌も
引き続きPerfumeが担当。最後の闘
い、ここに完結！シリーズ最高傑作！！！

2018 / 日本 / 2h08

小泉徳宏 
広瀬すず/野村周平/新田真剣佑/上白石萌音

末次由紀

2018 / 日本 / 1h48

武内英樹
綾瀬はるか/坂口健太郎/本田翼/北村一輝

今夜、ロマンス劇場で
©2018 映画「今夜、ロマンス劇場で」製作委員会

4/20 - 5/3

映画監督を目指す青年・健司は、
通い慣れた映画館ロマンス劇場
で、モノクロ映画から出てきたお姫
様・美雪と出会う。モノクロの世界
しか知らない彼女にカラフルな現実
世界を案内するうち二人は惹かれ

合っていくが、美雪には人のぬくもりに
触れると消えてしまうという秘密があっ
た。ファンタジック・ラヴストーリー。

空海−KU-KAI− 美しき王妃の謎

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

4/7 - 4/26

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。長安で出会った二人
は都を震撼させる怪事件を探り
始める…。『始皇帝暗殺』の名匠
チェン・カイコーのもと日中を代表

する豪華俳優陣と一流のスタッフが
集結。未曾有のスケールで贈る極上
の歴史エンターテインメント巨編。

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

夢枕獏

映画 クレヨンしんちゃん
爆盛！カンフーボーイズ ～拉麺大乱～

©臼井儀人 / 双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2018

4/13 -

春日部にある中華街アイヤータ
ウンで、伝説のカンフー「ぷにぷ
に拳」を習うことになったしんの
すけ達。その頃、食べると凶暴に
なる謎のラーメンが大流行。街
の平和を取り戻すためにカスカ

ベ防衛隊が立ち上がる！アクション
大盛り・友情濃いめ、全篇ノース
タント（笑）で贈る超大作！

2018 / 日本 / 時間未定

高橋渉 『映画クレヨンしんちゃん ガチンコ！逆襲のロボとーちゃん』

矢島晶子/潘めぐみ/ももいろクローバー Z

スリー・ビルボード
©2017 Twentieth Century Fox

4/6 - 4/19

ある田舎町で、娘を殺害された母親
が、事件を解決できない警察を批判
する３枚の巨大看板を立てる。警察
や住民との対立が激しくなっても彼
女は屈しなかったが、事態は思わぬ
方向に転がり出し…。時代を撃ち抜

くドラマ性とキャスト陣による圧巻の演
技で数 の々賞に輝いた傑作。

第 90 回アカデミー賞 
助演男優賞／主演女優賞 受賞

2017 / アメリカ / 1h45

リー・アンクリッチ
アンソニー・ゴンサレス / ガエル・ガルシア・ベルナル

ジョン・ラセター

リメンバー・ミー
　　　　アナと雪の女王／家族の思い出

©2018 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

上映中

カラフルで美しい“死者の国”に迷い
込んだミゲル少年。急いで元の世界に
戻らないと家族とは会えなくなるとい
う。ミゲルは帰る方法を探して陽気な
ガイコツと冒険に出るが…。感動的な音
楽が響き渡るディズニー／ピクサー最
新作は、時を越えた家族の絆の物語。

第 90 回アカデミー賞
長編アニメーション賞／主題歌賞 受賞

同時上映

2018 / アメリカ - イギリス / 1h45

ジャウム・コレット＝セラ
リーアム・ニーソン / ヴェラ・ファーミガ

トレイン・ミッション
©STUDIOCANAL S.A.S.

3/30 -

会社をリストラされたマイケルは電
車で帰宅する途中、見知らぬ女性に

「乗客の中からある人物を探し出
してほしい」と持ちかけられる。家族
を人質にとられ、３つのヒントだけを
たよりに捜索を開始するが…。『フラ

イト・ゲーム』『アンノウン』など、これ
まで何度もコンビを組んできた監督＆
主演が贈るリアルタイムサスペンス。

名探偵コナン ゼロの執行人

©2018 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

4/13 -

2018 / 日本 / 時間未定

立川譲
高山みなみ/山崎和佳奈/小山力也/古谷徹

コナン最新作は、私立探偵・公安
警察・黒ずくめの組織の《３つの
顔》を持つ謎の男・安室透がメイ
ンキャラとして登場！東京サミッ
ト開催地で発生した爆破事件を
巡り、次第に敵対し始めるコナン

と安室。真実を暴く者VS正義を貫
く者。魂がぶつかり合う極秘任務ミ
ステリーの幕が開ける！

青山剛昌

2017 / アメリカ / 2h04

ギレルモ・デル・トロ
サリー・ホーキンス/オクタヴィア・スペンサー

シェイプ・オブ・ウォーター
©2017 Twentieth Century Fox

上映中

米ソ冷戦時代。政府の極秘研究所で
働くイライザは、捕らえられた不思議
な生きもの“彼”と出会う。種族を超え
て恋に落ちてゆく二人だったが、やがて
“彼”に実験の魔の手が迫っていた─。
ギレルモ・デル・トロ監督が描く、切な
くも愛おしいファンタジー・ロマンス。

第 90 回アカデミー賞
作品賞／監督賞／美術賞／作曲賞 受賞

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 / 漫画：春河35

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…。

ラプラスの魔女

2018 / 日本 / 1h56

三池崇史
櫻井翔/広瀬すず/福士蒼汰/豊川悦司/玉木宏

©2018「ラプラスの魔女」製作委員会

5/4 -

東野圭吾

稀代のストーリーテラー東野圭吾が
『自分のこれまでの小説をぶちこわし
てみたかった』と語り、発売即座にベ
ストセラーとなった異色かつ野心的
な原作を映画化。未来予知＝ラプラ
スの悪魔と呼ばれる概念を基にした
予測不能な物語を、櫻井翔×広瀬す
ず×福士蒼汰ら超豪華出演陣で描く。

ボス・ベイビー

2017 / アメリカ / 1h37

トム・マクグラス
ムロツヨシ/芳根京子/宮野真守/山寺宏一

©2017 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.

上映中

7 歳のティムの家に新しい家族がやっ
てきた！でもスーツを着てブリーフ
ケースを持ったおっさんっぽい赤
ちゃんなんておかしいよね？それもそ
のはず、彼は特殊な任務を受けたス
ペシャルな赤ちゃん＝ボス・ベイビー
で…！？この春、普通じゃない赤ちゃ
んが日本中に笑顔をお届けします！

第 90 回アカデミー賞 
作品賞／主演女優賞 ノミネート

ジェイソン・マシューズ

ママレード・ボーイ
©吉住渉／集英社 ©2018 映画「ママレード・ボーイ」製作委員会

4/27 -

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
を交換した再婚を契機に一緒に
暮らすことになる。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…。90年代

から愛され続ける少女漫画を、恋愛
映画の名手、廣木隆一監督が実写
化のメガホンをとる。

2018 / 日本 / 時間未定

廣木隆一『ストロボ・エッジ』
桜井日奈子/吉沢亮/佐藤大樹/優希美青/筒井道隆

吉住渉

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


