小学生には助言・指導が必要です

上映中

© 2017 Warner Bros. All Rights Reserved.

上映中

© 2016 Ironworks Productions, LLC.

上映中

© 2016 Project Anth LLC All Rights Reserved.

9/29 -

© 2017「パーフェクト・レボリューション」製作委員会

15 歳以上がご覧になれます

9/30 - 10/13

© 2016 UNIVERSAL STUDIOS

18 歳以上がご覧になれます

9/30 - 10/6

© 2016 DCG PLUS & LOTTE ENTERTAINMENT All Rights Reserved.

俺たちポップスター

ラスト・プリンセス

リリー・フランキーと清野菜名の競演

ヒップホップバンドからソロデビュー

で、
「障害者の恋愛と性」を真正面か

し、ファーストアルバムが大成功を

1930 年代初頭。大韓帝国の皇女・
徳恵翁主（トッケオンジュ）
は、統治国

ハイドリヒを撃て！

パーフェクト・レボリューション

ダンケルク

スイス・アーミー・マン

1940 年。ナチスドイツ軍のフランス
侵攻によってイギリス軍、フランス軍

遭難して無人島で途方に暮れていた

第２次大戦下、ユダヤ人大量虐殺を

ハンクは、浜に打ち上げられた死体

主導するナチス第３の実力者ラインハ

の兵士 40 万人がダンケルク港に追い

からガスが出ていることに気づき、そ

ルト・ハイドリヒの暗殺が計画される。

ら清々しく描いたラブストーリー。重

収めたコナー。調子に乗って自分の

の日本に追いやられて帰国できずに

詰められていた。死を待つばかりの彼

の死体に乗って (!? ) 島を脱出しよう

ハイドリヒが支配するチェコに潜入し

度の身体障害者で、障害者の性につ

ドキュメンタリー映画の製作まで始

いた。東京で再会した幼なじみは朝

らを救出するため、民間の漁船までも

と思いつくが…。ダニエル・ラドクリフ

た暗 殺部隊のガブチークとクビシュ

いて理解を広める活動に打ち込む男

めるが…。“ 薄っぺらい音楽ドキュメ

鮮独立運動のメンバーとなっており、

が駆り出された救出作戦が断行され

がその「死体」役ということでも話題。

は、レジスタンスと協力しながら襲撃

と、精神に障害を抱えた風俗嬢。恋

ンタリー ” の皮肉たっぷりなパロディ

トッケの亡命計画が進められるが…。

るのだが…。第二次大戦時の歴史的

数々の映画賞を受賞している理由を

の機 会を窺うが…。壮 絶な事 件の

に落ちた２人は障害者同士でも幸せ

をベースに、ポップスターの転落ぶ

『四月の雪』のホ・ジノ監督とソン・

戦闘を、鬼才Ｃ . ノーランが映画化。

観て、お確かめください！

顛末を活写した史実サスペンス。

になれることを証明しようとする。

りを茶化しまくった爆笑コメディ！

クリストファー・ノーラン
トム・ハーディ / マーク・ライランス
2017 / アメリカ / 1h46

9/30 - 10/13

「ナチの野獣」暗殺作戦

ショーン・エリス

ダニエル・シャイナート/ダニエル・クワン（ダニエルズ）
ポール・ダノ / ダニエル・ラドクリフ
2016 / アメリカ / 1h37

松本准平

キリアン・マーフィ / ジェイミー・ドーナン
2016 /チェコ-イギリス-フランス/ 2h00

名シーンを思い浮かべたとき、映像と
ともに脳裏に響き渡るメロディ。その
名曲はどのように誕生したのか？Ｊ・
ウィリアムズやＨ・ジマーを筆頭とす
るハリウッドの作曲家たちの仕事に
スポットを当てた映画ファン・音楽
ファン必見のドキュメンタリー。
マット・シュレイダー
ハンス・ジマー / ジェームズ・キャメロン
2016 / アメリカ / 1h33

10/13 -

© 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation

猿の惑星：聖戦記（グレート・ウォー）

10/7 -

© 2012 角田光代／中央公論新社 © 2017「月と雷」製作委員会

月と雷
幼い頃に母が出奔した泰子は「普

角田光代の傑作小説を原作に、普

通の家庭」を知らずに育った。大

通の関係を築けない大人たちの切

人になった今では婚約もし、ささ

なく孤独な旅路を描き出す。

やかな幸福を手にしかけていた
が、そこにかつて自分の家庭を壊
した父の愛人の息子が現れ…。

10/14 -

© 2017 Ringside Partners

安藤尋

角田光代

大友良英

初音映莉子 / 高良健吾 / 村上淳 / 草刈民代
2017 / 日本 / 2h00

リングサイド・ストーリー

おクジラさま

©「おクジラさま」プロジェクトチーム

ふたつの正義の物語

ジャド・アパトー

10/7 - 10/20

イェジンによる激動の歴史ドラマ。
ホ・ジノ
ソン・イェジン / パク・ヘイル
2016 / 韓国 / 2h07

© 2015 Witch Movie,LLC.All Right Reserved.

10/7 - 10/20

© 2016 Dear Rivers, LLC

エル ELLE

ウィッチ

自宅で覆面の男に襲われたミシェル。

人間心理の暗い内面をえぐり出し、新

警察を頼らず自分で犯人を捜し始め

進監督の登竜門サンダンス映画祭で

難病 ALS を発症したアメフトの元ス
ター選手スティーヴ・グリーソン。限

るが、周囲の男たち全員が疑わしく

監督賞に輝いたダーク・ホラー。ヨー

られた時間の中、生まれてくる子供に

見えてきて…。事件の真相は？そし

ロッパからの移民が始まって間もな

何を残せるのか？自問自答の末、彼は

て次第に明らかになるミシェルの恐

い 17 世紀アメリカの荒野。ある一家

我が子に贈るビデオダイアリーを撮

るべき本性とは !? 怪作の巨匠ヴァー

の赤ん坊が行方不明になり、以降不

り始める―。グリーソン自らが４年に

ギフト 僕がきみに残せるもの

ホーヴェンとイザベル・ユペールが放

可解な出来事が続発する。父親は娘

わたって撮影した映像を中心に構成

つ、危険すぎる官能サイコスリラー !!

が魔女なのではないかと疑うが…。

した「家族」のドキュメンタリー。

ポール・ヴァーホーヴェン

10/14 - 10/27

サーミの血

クレイ・トゥイール

ロバート・エガース

イザベル・ユペール / ロラン・ラフィット
2016 / フランス-ドイツ-ベルギー / 2h11

10/14 - 10/27

アンディ・サムバーグ
2016 / アメリカ / 1h26

2017 / 日本 / 1h57

TWENTY VISION FILMPRODUKTION © 2015 SBS PRODUCTIONS - SBS FILMS- TWENTY
FRANCE 2 CINEMA - ENTRE CHIEN ET LOUP

すばらしき映画音楽たち

ような私たちがよく知る映画音楽の

リリー・フランキー / 清野菜名 / 小池栄子

10/7 - 11/3

© 2017 Epicleff Media. All rights reserved.

アキヴァ・シェイファー/ヨーマ・タコンヌ

熊篠慶彦

大韓帝国最後の皇女

© 2016 NORDISK FILM PRODUCTION

アニヤ・テイラー＝ジョイ/ラルフ・アイネソン
2015 / アメリカ / 1h33

スティーヴ・グリーソン/ミシェル・ヴァリスコ
2016 / アメリカ / 1h51

10/28 - 11/9

10/21 - 11/2

© 2017 三里塚のイカロス製作委員会

西遊記２ 妖怪の逆襲

三里塚のイカロス

一味どころか全く違う面白さで魅せ

1960 年代、成田空港建設に伴い、国
家による農地の収奪が進められた。

いよいよ地球は猿の惑星へ！前作か

無名役者でヒモ同然のヒデオを養う

捕鯨問題で世界中の活動家から集中

ら２年。リーダーとしての使命感と、家

ため、プロレス団体で働くカナコ。ある

非難を浴び、世界的論争に揺れる小

1930 年代のスウェーデン。先住の少
数民族サーミ人は「劣った人種」
とし

たチャウ・シンチー版西遊記の続編。

族を奪われた復讐心の狭間で葛藤す

日カナコが浮気をしていると勘違いし

さな猟師町・和歌山県太地町。捕鯨

て迫害されていた。都会的なスウェー

天竺を目指して旅を始めた三蔵法師

三里塚闘争とは、空港建設に反対す

るシーザー。そして彼の抹殺をもくろ

たヒデオは、嫉妬のあまりとんでもな

問題を切り口に、異なる宗教、歴史、

デン人の少年と恋に落ちたサーミ人

一行に妖怪たちが立ちはだかってい

る農民と若者たちの運動である。国

む人類。極限の怒りが交錯し、“ 聖戦 ”

い事件を起こしてしまう！
『百円の恋』

思想を持つ他者との共存は果たして

の少女が、現状を脱したいと願い、家

く。今回、監督を務めたのは大御所

家と闘ったかつての若者たちは今、

が遂に始まる。新たに登場する謎めい

の武正晴監督がリングサイドの裏側

可能なのか、グローバル化する世界

族も故郷も捨てて街を目指すが…。

ツイ・ハークだが、製作総指揮に回っ

た少女ノバの存在、誰も知らなかった

で働く人々の苦悩や葛藤を描いた、

の地域主義の行方など、さまざまな

差別に屈せず、自由を求めて外の世

たとはいえ、シンチーらしいオフビー

“あの時代”と“その後の 50 年”につい
て何を語るのか？
『三里塚に生きる』

クライマックスから目が離せない！

奇跡のファイト・ラブコメディ誕生！

課題を投げかけるドキュメンタリー。

界に闘いを挑む少女の成長物語。

トな笑いと奇抜な造型は健在！

の姉妹編となるドキュメンタリー。

マット・リーヴス
アンディ・サーキス / ウディ・ハレルソン
2017 / アメリカ / 2h20

10/21 - 11/3

© Les Films Pelleas, Les Films du Belier, Films Distribution / ReallyLikeFilms

武正晴

アマンダ・シェーネル

佐々木芽生

佐藤江梨子 / 瑛太 / 有薗芳記 / 田中要次
2017 / 日本 / 1h44

10/21 - 11/3

- FRANCE 2 CINEMA
© 2016 - G FILMS - PATHE - ORANGE STUDIO
- UMEDIA - ALTER FILMS

リック・オバリー/スコット・ウエスト/中平敦
2016 / 日本 - アメリカ / 1h37

10/28 - 11/10

あさがくるまえに

セザンヌと過ごした時間

望郷

青年が不慮の事故で脳死と判定され、

近代絵画の父ポール・セザンヌと自然

両親は心臓移植を待つ患者のために

主義文学の文豪エミール・ゾラ、
２人

© 2017 avex digital Inc.

ツイ・ハーク

レーネ＝セシリア・スパルロク/ミーア＝エリーカ・スパルロク
2016 / スウェーデン-ノルウェー-デンマーク/ 1h48

2017 / 中国 / 1h50

10/28 - 11/10

10/28 - 11/10

© 夜間もやってる製作委員会

チャウ・シンチー

クリス・ウー/ケニー・リン/スー・チー/ヤオ・チェン

代島治彦

大友良英

加瀬勉 / 岸宏一 / 秋葉恵美子 / 秋葉義光
2017 / 日本 / 2h18

© 2017 AiiA Corporation

10/28 - 11/10

© Nord-Ouest

夜間もやってる保育園

リンキング・ラブ

エタニティ 永遠の花たちへ

ある島を舞台にした湊かなえの連作

夜に働く人が子供を預けるための施

両親の離婚危機で途方に暮れる女子

短編集「望郷」所収の「夢の国」
「光

設、夜間保育園。陽の目は当たりにく

大生が、守護神によってバブル時代

19 世紀末のフランスを舞台に、３世
代の女性の物語を３大女優の競演
で描いた家族史ドラマ。
トラン・アン・

臓器提供を求められる。時間の猶予

の天才の知られざる友情を描いた伝

の航路」を映画化。印象的に撮られ

いが、今や社会的なインフラと捉える

に送り込まれる。そこで出会った若き

はなく、判断を迫られるが…。
ドナー家

記ドラマ。幼い頃から固い絆で結ばれ

た瀬戸内の海を背景に、“ 家に縛られ

べきといっても過言ではない。24 時間

日の両親は不仲の様子。２人の仲を

ユンと世界的撮影者リー・ピンビン

族、移植コーディネーター、そして移

たセザンヌとゾラは芸術家になる夢

た娘 ”と“ 亡き父に後悔を持つ息子 ”

保育を実施する新宿の「エイビイシイ

結ぶため、母とアイドルグループを結

による映像は、結婚や死といった人

植を待つ患者の葛藤が静謐な筆致で

を抱えてパリに出る。しかしゾラが早

の想いが、過去と現在を繋ぐ親子の

保育園」など全国の認可夜間保育園

成することを思い立つが…。金子修

生の大事件にも、日常の何気ない営

描かれる。フランスの新星カテル・キ

くに成功を収める一方、セザンヌはな

物語として綴られる。従来の湊作品と

を取材し、その知られざる現場の実

介監督が AKB48 の田野優花主演で

みにも惜しみない慈しみが注がれ、す

レヴェレ監督の日本初公開作。

かなか世間に認められず…。

は一線を画す感動のミステリー。

態に迫ったドキュメンタリー。

贈る青春タイムスリップ・コメディ！

べてのカットが絵画のように美しい。

カテル・キレヴェレ
タハール・ラヒム / エマニュエル・セニエ
2016 / フランス - ベルギー / 1h44

ダニエル・トンプソン
ギヨーム・カネ / ギヨーム・ガリエンヌ
2016 / フランス / 1h54

菊地健雄

湊かなえ

貫地谷しほり/大東駿介/木村多江/緒形直人

© 2016 LOIN DERRIERE L’OURAL – FRANCE 3 CINÉMA – RHONE-ALPES CINEMA

ジュリーと恋と靴工場
© 2017 映画「彼女がその名を知らない鳥たち」製作委員会

彼女がその名を知らない鳥たち
下品で貧相な陣治を毛嫌いしな

始める。不穏で不快な人間関係がや

がら、その稼ぎに頼り怠惰に生活

がて愛の物語へと昇華する鬼才・白

する十和子。かつての恋人を忘れ

石和彌監督最新作。

られず、似通った男性との情事に
溺れる一方、元恋人の失踪に陣
治が関与しているのではと疑い

11/3 -

© 2017 日本テレビ放送網

We Love Television？

11/4 -

2016 / フランス - ベルギー / 1h55

© 2017 SKMTDOC, LLC

Ryuichi Sakamoto：CODA

11/10 -

© 2016 CJ E&M CORPORATION, ZIP CINEMA.ALL RIGHTS RESERVED.

MASTER ／マスター

「電波少年」プロデューサーとして知

世界的な音楽家・坂本龍一を５年に

詐欺ビジネスを展開する悪のカリスマ

職なし、金なし、彼氏なしの冴えない

られる土屋敏男が監督を務めた“ 欽

わたって密着取材し、坂本自身が「全

＝イ・ビョンホン。執念の捜査で迫る
正義の刑事＝カン・ドンウォン。その

女。なんとか採用された靴工場もす

ちゃん ”こと萩本欽一のドキュメンタ

てさらけだした」と語るドキュメンタ

ぐ閉鎖の危機に。しかしリストラに

リー。かつて視聴率 30％以上の番組

リー。幼少期の貴重な映像も織り交ぜ

間で揺れる天才ハッカー＝キム・ウビ

直面した従業員たちも黙ってない！

を連発した萩本が、再び 30％超えを

ながら音楽の変遷を振り返るほか、

ン。国境を越えて繰り広げられる三者

金儲け主義の会長をやっつけるため、

目指して新番組に取り掛かる。その

あの手この手で立ち向かう！心躍る

様子に長期間密着し、番組制作にか

フレンチ・ミュージカル・コメディ !!

ける狂気的な執念を炙り出していく。

沼田まほかる

ポール・カロリ / コスティア・テスチュ
ポーリーヌ・エチエンヌ/オリヴィエ・シャントロー

2017 / 日本 / 2h03

2017 / 日本 / 1h56

マーク・リー・ピンビン

オドレイ・トトゥ/メラニー・ロラン/ベレニス・ベジョ

フランスの田舎町に住むジュリーは

阿部サダヲ / 蒼井優 / 松坂桃李 / 竹野内豊

白石和彌

トラン・アン・ユン

田野優花 / 石橋杏奈 / 白洲迅

2017 / 日本 / 1h51

2017 / 日本 / 1h52

11/4 -

10/28 -

金子修介

大宮浩一

2016 / フランス / 1h24

土屋敏男
萩本欽一 / 田中美佐子 / 河本準一
2017 / 日本 / 1h50

がん治療後の復帰作『母と暮せば』
『レヴェナント』の劇伴音楽や、最新
アルバム制作の裏側にも迫る。
スティーブン・ノムラ・シブル
坂本龍一
2017 / アメリカ - 日本 / 1h42

の攻防を、息詰まる心理的駆け引きと
ド迫力のアクションで描いた空前の
クライム・サスペンス大作！
チョ・ウィソク
イ・ビョンホン/カン・ドンウォン/キム・ウビン
2016 / 韓国 / 2h23

