小学生には助言・指導が必要です

上映中

© 2017 Incarcerated Industries Inc. All Rights Reserved.

11/23 -

上映中 - 12/1

11/25 - 12/15

© 篠山紀信

11/25 - 12/8

15 歳以上がご覧になれます

© 2016 Inkjet Inc. All Rights Reserved.

18 歳以上がご覧になれます

11/25 - 12/1

© 2016 Project Anth LLC All Rights Reserved.

ENTERTAINMENT LLC AND
© 2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., RATPAC-DUNE
RATPAC ENTERTAINMENT, LLC

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

ジャスティス・リーグ

エル ELLE

シネマ歌舞伎 め組の喧嘩

パターソン

不運続きで無職のローガン兄弟は、

史上最強の超人スカウト作戦開始！

自宅で覆面の男に襲われたミシェル。

町火消の「め組」鳶頭の辰五郎は、

ニュージャージー州パターソンで妻、

爆弾のスペシャリストの囚人を脱獄

スーパーマン亡き後、世界崩壊の危

警察を頼らず自分で犯人を捜し始め

喧嘩っ早い鳶たちと相撲力士たちの

愛犬と平穏に暮らすパターソン。彼は

主導するナチス第３の実力者ラインハ

させ仲間にし、モーターレースの最

機にバットマンことブルース・ウェイ

るが、周囲の男たち全員が疑わしく

小競り合いを収めるが、武家のお抱

バス運転手であると同時に詩人でも

ルト・ハイドリヒの暗殺が計画される。

中に売上金を盗もうと企てるが…。

ンが集めたのは、史上最強のパワー

見えてきて…。事件の真相は？そし

えの力士より鳶は格下だと言い放た

ある。そんな彼が過ごす何気ない７日

ハイドリヒが支配するチェコに潜入し

ソダーバーグの映画監督復帰作は、

を持つ超人たち。
しかし彼らは性格も

て次第に明らかになるミシェルの恐

れ、怒りを胸の内に押し殺すも、密か

間を優しく、そして瑞々しく描いたま

た暗殺部隊のガブチークとクビシュ

ローガン・ラッキー

ハイドリヒを撃て！

「ナチの野獣」暗殺作戦

第２次大戦下、ユダヤ人大量虐殺を

チャニング・テイタムやダニエル・ク

バラバラ、
協調性のかけらもなくて…。

るべき本性とは !? 怪作の巨匠ヴァー

に仕返しを決意する。
「火事と喧嘩は

るで詩のような映画。インディペンデ

は、レジスタンスと協力しながら襲撃

レイグら豪華キャストが巻き起こす

クセの強い超人たちをまとめきれるの

ホーヴェンとイザベル・ユペールが放

江戸の華」中村勘三郎が魅せる、江

ント界の巨匠ジム・ジャームッシュ監

の機会を窺うが…。壮絶な事件の顛

クライム・エンターテインメント！

か？世界は 1 人では救えない！

つ、危険すぎる官能サイコスリラー !!

戸の男の生き様をお見逃しなく！
一般 2,100 円 / 学生・小人 1,500 円

督の４年ぶりの新作。

末を活写した史実サスペンス。

スティーヴン・ソダーバーグ

ザック・スナイダー

ポール・ヴァーホーヴェン

チャニング・テイタム / ダニエル・クレイグ

ベン・アフレック / ガル・ガドット

イザベル・ユペール / ロラン・ラフィット

2017 / アメリカ / 1h59

11/25 - 12/1

2017 / アメリカ / 2h01

© 2016「幼な子われらに生まれ」製作委員会

幼な子われらに生まれ

11/25 - 12/1

2016 / フランス-ドイツ-ベルギー / 2h11

© 2014-2016 Dukhtar Productions, LLC

娘よ

荒川弘の伝説的コミックが遂に完全
実写映画化！幼い頃、禁断の〈錬金

と努力していた。だが、妻の妊娠を機

術〉によって亡き母を生き返らせよう

に長女が本当の父に会いたいと主張

10 歳の娘と相手部族の長老との婚
姻。愛する娘をかつての自分と同じ

とし、兄エドは手足を、弟アルは体す

し、信は自暴自棄になっていく。血の

境遇に苦しませたくない母は、娘と部

べてを失った。弟の体を元に戻すため

つながりを超えた家族の姿を模索す

族の離脱を決意する。自由を求める

に命をかける兄と、彼を支える心優し

る人間たちを、豪華俳優陣のアンサン

母娘は逃避行を始めるが…。実話を

い弟。失った体を取り戻す手がかりを

ブルで描く人間ドラマ。

もとにしたパキスタン映画。

探すため、壮大な冒険の旅が始まる！

アフィア・ナサニエル

曽利文彦

サミア・ムムターズ / サーレハ・アーレフ
2014 /パキスタン-アメリカ-ノルウェー/ 1h33

2017 / 日本 / 2h07

12/2 - 12/8

© 2016 Dear Rivers, LLC

ギフト 僕がきみに残せるもの

探偵は BAR にいる３

間で揺れる天才ハッカー＝キム・ウビ

ススキノを舞台に、大泉洋演じる

れる。そこへ裏社会に通じた大物実

探偵と、松田龍平演じる相棒・高

業家が立ちはだかり、予想外の大事

田のコンビが活躍する待望のシ

件に巻き込まれてゆく。

リーズ第３弾！失踪した女子大生
を調査する二人は、モデル事務所
の美人オーナーに出会い翻弄さ

吉田照幸

古沢良太

乱の最中、そこに見え隠れする「古き

我が子に贈るビデオダイアリーを撮

もの」を狩るため、日本刀を携えた制

り始める―。グリーソン自らが４年に

服の少女・小夜が現れる。因習と血脈

わたって撮影した映像を中心に構成

で塗り固められた寒村を舞台に、血で

した「家族」のドキュメンタリー。

血を洗う惨劇の幕が開く！

東直己

大泉洋 / 松田龍平 / 北川景子 / 前田敦子
2017 / 日本 / 2h02

奥秀太郎

藤咲淳一

12/2 - 12/15

© 2017「あゝ、荒野」フィルムパートナーズ

あゝ、荒野 前篇・後篇

を舞台に映画化。向こう見ずで刹那の

寝台列車オリエント急行で、富豪

主演、ジョニー ･デップやジュディ・

怖症に悩む“バリカン”こと健二。ボ

青春が現代の物語として鮮烈に蘇る。

ラチェットが殺された。乗客全員

デンチ他超豪華キャストで新しく生

クシングに誘われた二人は、心の空

12/2-12/8 前篇・12/9-12/15 後篇

が容疑者の中、世界一の名探偵・

まれ変わる！

白を埋めるかのようにトレーニング

Production I.G/CLAMP

を積み、絆を育んでゆく。寺山修司

青野楓 / 松村龍之介 / 古田新太

唯一の長編小説を、2021 年の新宿

2017 / 日本 / 1h30

キャラクターでアニメファンを魅了し
た「ごちうさ」待望の劇場版！
橋本裕之

Koi

佐倉綾音/水瀬いのり / 種田梨沙 / 佐藤聡美
2017 / 日本 / 時間未定

岸善幸

寺山修司

菅田将暉 /ヤン・イクチュン/ユースケ・サンタマリア
2017 / 日本 / 前篇 2h37・後篇 2h27

ポアロが事件を推理していく…。
アガサ･クリスティの名作ミステ
リーが、ケネス・ブラナー監督＆

８年越しの花嫁

© 2017 映画「8 年越しの花嫁」製作委員会

奇跡の実話

YouTube の動画をきっかけに、書
籍化もされた奇跡の実話を映画
化！
！結婚式の直前に原因不明の
病に倒れ意識不明となった花嫁。
新郎は彼女の側で回復を祈り続
け、ようやく目を覚ましてからも試

と、精神に障害を抱えた風俗嬢。恋
に落ちた２人は障害者同士でも幸せ
になれることを証明しようとする。
松本准平

熊篠慶彦

リリー・フランキー / 清野菜名 / 小池栄子
2017 / 日本 / 1h57

12/22 -

カンフー・ヨガ

© 2017「リベンジ girl」製作委員会

を約束してから８年、ついに最高の

のジャック（ジャッキー・チェン）

な化学反応を魅せてくれるのか！？

奇跡が二人に訪れる―。

は、失われた財宝探しを持ちかけ

乞うご期待！
！

瀬々敬久

られ世 界 各 地を巡ることに…。

岡田惠和

佐藤健/土屋太鳳/北村一輝/浜野謙太/中村ゆり
2017 / 日本 / 1h59

十八番のカンフーアクションにイ
ンド映画のスパイスが絡み合う

ゲット・アウト

© 2017 UNIVERSAL STUDIOS All Rights Reserved

黒人の写真家クリスは白人の彼

は突如豹変し
「出ていけ！」
と襲い掛

女ローズの実家へ招待された。歓

かってきた。何かがおかしい―。映画

迎を受けるものの、黒人の使用人

の常識を覆すサプライズ・スリラー。

がいることに違和感を覚える。その
翌日のパーティ、白人ばかりの中、
ひとりの黒人青年がいた。
しかし彼

ジョーダン・ピール

ジェイソン・ブラム

ダニエル・カルーヤ/アリソン・ウィリアムズ
2017 / アメリカ / 1h44

© 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation

石美輝は頭脳明晰＆容姿端麗だが、
残念なことに極度の性格ブス！そんな
彼女が大失恋を機に、男にリベンジを

本作。ジャッキー×ボリウッドがどん

12/30 - 1/12

12/30 - 1/12

© 2017 SR MEDIA KHORGOS TAIHE SHINEWORK PICTURES SR CULTURE & ENTERTAINMENT. ALL RIGHTS RESERVED

カンフーの達人でもある考古学者

練が二人を待ち受ける。しかし結婚

リリー・フランキーと清野菜名の競演

いて理解を広める活動に打ち込む男

2017 / アメリカ / 時間未定

東大首席でミスキャンパス１位の宝
12/16 -

パーフェクト・レボリューション

度の身体障害者で、障害者の性につ

アガサ・クリスティ

リベンジ girl

© 2017「パーフェクト・レボリューション」製作委員会

ら清々しく描いたラブストーリー。重

ケネス・ブラナー

ジョニー・デップ / ジュディ・デンチ

12/23 -

12/23 - 12/29

で、
「障害者の恋愛と性」を真正面か

© 2017Twentieth Century Fox Film Corporation

兄貴分の復讐を誓う新次と、対人恐

喫茶店・ラビットハウスに下宿しな

体…？ほのぼの日常生活とかわいい

2016 / 韓国 / 2h23

オリエント急行殺人事件

Dear My Sister

ちのココアの姿が。彼女の目的は一

チョ・ウィソク
イ・ビョンホン/カン・ドンウォン/キム・ウビン

12/8 -

ご注文はうさぎですか ? ?

夏の日、駅のホームには神妙な面持

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！

© Koi・芳文社 / ご注文は製作委員会ですか？？

下宿生活を始めてから２度目のある

ン。国境を越えて繰り広げられる三者

戦前の日本、赤狩りと称して横暴を極

何を残せるのか？自問自答の末、彼は

がら店員として働く主人公のココア。

正義の刑事＝カン・ドンウォン。その

BLOOD - C 異聞

限界を迎え、やがて抗争へと発展。混

12/9 - 12/22

2017 / 日本 / 2h13

© 2017「探偵は BAR にいる 3」製作委員会

＝イ・ビョンホン。執念の捜査で迫る

© PRODUCTION I.G・CLAMP / ASURA GIRL PROJECT

られた時間の中、生まれてくる子供に

2016 / アメリカ / 1h51

荒川弘

山田涼介 / 本田翼 / ディーン・フジオカ/ 蓮佛美沙子

詐欺ビジネスを展開する悪のカリスマ
12/1 -

阿修羅少女（アシュラガール）

める特高警察。蹂躙された村人達は

クレイ・トゥイール

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

12/2 - 12/8

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

スティーヴ・グリーソン/ミシェル・ヴァリスコ

12/2 - 12/8

MASTER ／マスター

多くの部族がひしめくカラコルム山脈

重松清

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

鋼の錬金術師

で起きた部族間抗争。解決の条件は、

荒井晴彦

2016 / アメリカ / 1h58

© 2017 荒川弘／ SQUARE ENIX © 2017 映画「鋼の錬金術師」製作委員会

妻の二人の連れ子とも仲良くやろう

三島有紀子

2017 / 日本 / 1h43

ショーン・エリス

アダム・ドライバー/ゴルシフテ・ファラハニ /永瀬正敏

12/1 -

バツイチ子持ちで再婚した田中信は、

浅野忠信/田中麗奈/宮藤官九郎/寺島しのぶ

中村勘三郎/中村扇雀/中村橋之助/中村錦之助

ジム・ジャームッシュ

誓う。それは「女性初の総理大臣」に
なる事！報道番組のキャスター＆
「世
界で最も美しい顔100人」の常連・桐
谷美鈴が魅せるラブコメディ！

スタンリー・トン

三木康一郎

ジャッキー・チェン / アーリフ・リー

桐谷美玲 / 鈴木伸之 / 清原翔 / 馬場ふみか

2017 / 中国 - インド / 1h47

12/30 - 1/5

gifted ／ギフテッド

草原の河

清智英 / 吉田恵里香

2017 / 日本 / 時間未定

12/30 - 1/5

© 2016 LOVE AND WAR LLC

オン・ザ・ミルキー・ロード

母と死別して叔父のフランクに育て

厳しい自然のなかで、牧畜を営む一

戦争の前線にミルクを届ける配達人

られたメアリーは、学校に通い始め

家。父は祖父とのわだかまりを抱え、

のコスタは、村の美女からの求婚に

たことで特別な才能 ( ギフテッド ) が

幼い娘はやがて生まれる赤ん坊に

も気のない様子。そこに彼女の兄の

発覚。フランクはメアリーを特別扱い

母親を取られてしまうと心を痛めて

花嫁が難民キャンプからやって来る。

しないと決めていたが、教育方針の

いる。そんなそれぞれの心情を、静か

花嫁とコスタは一目見て恋に落ちる

違う彼の母は２人を引き離そうとし

に見つめる河。生と死の普遍的な物

が…。主演も兼ねたクストリッツァ監

て…。
『（500）日のサマー』のＭ・ウェ
ブ監督が贈るヒューマンドラマ。

語を峻烈な映像で描き出した、
チベッ

督待望の新作は生命力に満ち溢れた

ト人監督ソンタルジャの長編第二作。

愛の讃歌！期待を裏切らない傑作！

マーク・ウェブ
クリス・エヴァンス / マッケナ・グレイス
2017 / アメリカ / 1h41

ソンタルジャ
ヤンチェン・ラモ / ルンゼン・ドルマ
2015 / 中国 / 1h38

エミール・クストリッツァ
モニカ・ベルッチ/スロボダ・ミチャロヴィッチ
2016 / セルビア-イギリス-アメリカ/ 2h05

