
ブラックパンサー

2018 / アメリカ / 時間未定

ライアン・クーグラー
チャドウィック・ボーズマン/ルピタ・ニョンゴ

©2017 MARVEL

3/1 -

最新テクノロジーが発達した超文明
国ワカンダ。そこには世界を揺るがす
秘密が隠されている。しかし今、その
秘密を暴き、奪おうとする魔の手が
迫っていた。守るのは若き国王ティ・
チャラ。またの名をブラックパンサー。
＜２つの顔＞を持つマーベル史上最
も謎を秘めた新ヒーロー登場！

2017 / アメリカ / 1h45

マイケル・グレイシー
ヒュー・ジャックマン / ザック・エフロン

グレイテスト・ショーマン
©2017 Twentieth Century Fox Film Corporation

上映中

職を失い失意のバーナムは、様 な々個
性を持つ人 に々スポットを当て、誰も観
たことのないオンリーワンの“ショー” 
を創り上げることを思いついたのだ
が…。「最も偉大なショーマン」と呼
ばれた実在の興行師の半生を描いた
ミュージカル・エンターテインメント！

第 75 回ゴールデングローブ賞 
主題歌賞 受賞

2018 / 日本 / 1h58

瀧本智行
岩田剛典 / 斎藤工 / 山本美月 / 浅見れいな

中村文則

去年の冬、きみと別れ
©2018 映画「去年の冬、きみと別れ」製作委員会

3/10 -

結婚を間近に控えた新進気鋭のルポ
ライター耶雲恭介は、盲目の美女が
巻き込まれた謎の焼死事件を追い、
その容疑者の天才写真家・木原坂雄
大に出会う。彼の写真も、周囲の人間
も何かがおかしい…。事件の真相に
近づくにつれ、耶雲は抜けることので
きない深みに飲み込まれていき…。

2018 / アメリカ / 時間未定

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

3/21 -

冒険家だった父が遺した使命を果た
すべく、ララ・クロフトは幾重にも仕
掛けられた罠、次々に降りかかる謎
を解き、誰よりも早く“ 幻の秘宝”に
辿り着くことが出来るのか！？強く、た
くましく、美しい主人公にアカデミー
賞女優Ａ・ヴィキャンデルを迎え、世
界的人気ゲームが再映画化。

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

曇天に笑う

2018 / 日本 / 1h34

本広克行
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

3/21 -

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
い…。運命に挑む男たちの胸熱ドラマ。

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.

3/21 -

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臭い赤ちゃ
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！

レッド・スパロー

2017 / アメリカ / 時間未定

フランシス・ローレンス 
ジェニファー・ローレンス / ジョエル・エドガートン

©2018Twentieth Century Fox Film Corporation

3/30 -

事故でバレリーナの夢を諦めたドミニ
カは、ロシア政府が密かに組織した、
美貌や心理操作によって情報を盗み
出す女スパイ＝スパローとなった。新
たな任務は、ロシアの秘密を探って
いるＣＩＡ捜査官に近づくことだった
が…。欲望・策略・裏切りが渦巻く
予測不能のスパイ・アクション！

DearGirl Stories THE MOVIE３
the United Kingdom of KOCHI 
前編「六人の龍馬編」・後編「青の継承編」

内田浩之

©2017 文化放送エクステンド

神谷浩史 / 小野大輔 / 諏訪勝 / 八木橋淳

3/10 - 3/16

人気ラジオ番組「神谷浩史・小野大輔
のDearGirl Stories」から生まれた
実写映画の第３弾が前・後編の２部
作で公開！海外ロケと言われて辿り着
いたのは小野の出身地でもある高知県
だった。高知が海外か海外じゃないか
で意見が一致しない２人だったが…？
※前編・後編それぞれ別料金です。

人生はシネマティック！

2016 / イギリス / 1h57

ロネ・シェルフィグ
ジェマ・アータートン / サム・クラフリン

©BRITISH BROADCASTING CORPORATION / THEIR FINEST LIMITED 2016

3/3 - 3/16

第二次大戦中のロンドン。英政府は
戦意高揚のため、ダンケルクの戦いを
描いたプロパガンダ映画を企画した。
脚本を任されたのは、執筆経験ゼロ
のコピーライターの“秘書”だった。
軍部や政府の要望に応えながら、映
画の完成に向け奮闘するが…。愛と
ユーモアに満ちた感動の映画讃歌！

2017 / アメリカ / 2h22

キャスリン・ビグロー
ジョン・ボイエガ / ウィル・ポールター

デトロイト
©2017 SHEPARD DOG, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

3/3 - 3/16

1967年、デトロイト。黒人市民と警
察が対立し、街は戦場と化した。この
アメリカ史上最大級の暴動のさなか
“戦慄の一夜”に起きた恐るべき事件
とは… !?『ハート・ロッカー』『ゼロ・
ダーク・サーティ』のキャスリン・ビグ
ロー監督最高傑作！圧倒的な臨場感
で襲いかかる極限サスペンス!!

ベロニカとの記憶

2015 / イギリス / 1h48

リテーシュ・バトラ
ジム・ブロードベント/シャーロット・ランプリング

©2016 UPSTREAM DISTRIBUTION, LLC

3/3 - 3/15

ジュリアン・バーンズ

引退生活を送るトニーは、初恋の女
性ベロニカの母からある日記を託さ
れる。若くして自殺した親友や、初恋
の秘密。青春時代を懐かしく振り返
るトニーだが、日記を読み進めるうち、
思い出だと信じていたものが揺らぎ
始める。老いと記憶をめぐる心の旅
路を静謐な筆致で描いた感動作。

ミッドナイト・バス

2017 / 日本 / 2h37

竹下昌男
原田泰造/山本未來/小西真奈美/長塚京三

©2017「ミッドナイト・バス」ストラーダフィルムズ／新潟日報社

3/3 - 3/9

伊吹有喜

新潟と東京を行き来する深夜バスの
運転手・利一には、16 年前に別れ
た妻、離れて暮らす子供たち、そして
再婚を考えている恋人がいた。元妻
との偶然の再会や、仕事を辞めた息
子の帰郷をきっかけに、バラバラにな
り止まっていた家族の時間が動き出
し、再出発に向けて歩み始めて…。

新世紀、パリ・オペラ座

2017 / フランス / 1h51

ジャン＝ステファヌ・ブロン
ステファン・リスナー/バンジャマン・ミルピエ

3/3 - 3/9

バレエとオペラの殿堂、パリ・オペラ
座。ミルピエに代わりオレリー・デュ
ポンがバレエ団芸術監督に就任し、
超大作オペラ「モーゼとアロン」のリ
ハーサルも進められていたが、その舞
台裏では次 と々難題が浮上していた。
常に最高に挑み続けるオペラ座の新
時代の始まりを追うドキュメンタリー。

©2017 LFP-Les Films Pelleas - Bande a part Films - France 2 Cinema - Opera national de 
Paris - Orange Studio - RTS

はじめてのおもてなし

2016 / ドイツ / 1h56

サイモン・バーホーベン
センタ・バーガー/ハイナー・ラウターバッハ

3/3 - 3/9

妻の突然の宣言により、難民の青年
を受け入れたハートマン一家。だが、
文化の違いや偏見から大騒動に発展
してしまう。壊れかけの家族と、天涯
孤独の青年は平和な明日を手に入れ
ることができるのか。難民問題に揺れ
るドイツの実情を、ユーモアたっぷり
に描いたハートフル・コメディ。

©2016 WIEDEMANN & BERG FILM GMBH & CO. KG / SENTANA FILMPRODUKTION GMBH 
/ SEVENPICTURES

女の一生

2016 / フランス / 1h59

ステファヌ・ブリゼ
ジュディット・シュムラ/ジャン＝ピエール・ダルッサン

©TS PRODUCTIONS (PHOTO MICHAEL CROTTO) -AFFICHE NUITDECHINE

3/17 - 3/23

ギィ・ド・モーパッサン

19世紀のフランス。男爵家の清純な一
人娘ジャンヌは、夫の浮気によって幸
福な結婚生活を打ち砕かれてしまう。
その後、息子が誕生して一時は希望
を取り戻したが…。『母の身終い』のス
テファヌ・ブリゼ監督が卓越した演出で
文豪モーパッサンの代表作を映画化。

第 73 回ヴェネチア国際映画祭 
国際批評家連盟賞 受賞

ローズの秘密の頁（ページ）

2016 / アイルランド / 1h48

ジム・シェリダン
ルーニー・マーラ/ヴァネッサ・レッドグレイヴ

©2016 Secret Films Limited

3/17 - 3/23

転院する患者の診察に聖マラキ病院
を訪れた精神科医グリーンは、赤子
殺しの罪で40年間収容されている
ローズを診察する。罪を否認し続ける
彼女は、聖書のなかに秘かに日記を
綴っていて…。激動のアイルランドで
信念を貫こうとしたひとりの女性を
描く、名匠ジム・シェリダン最新作。

犬猿

2018 / 日本 / 1h43

𠮷田恵輔
窪田正孝 / 新井浩文 / 江上敬子 / 筧美和子

©2018「犬猿」製作委員会

3/24 - 4/5

堅物な弟・和成と、刑務所帰りの凶
暴な兄・卓司。頭が良くて仕事もでき
るが太っている姉・由利亜と、頭は悪
いけど美人でスタイル抜群の妹・真
子。この不仲な兄弟×姉妹が出会い、
事態はより複雑に絡み合っていき…。
一番身近な天敵ゆえに感情大爆発！
愛憎渦巻く新感覚の人間ドラマ。

2017 / 日本 / 2h09

山崎貴
堺雅人 / 高畑充希 / 堤真一 / 安藤サクラ

西岸良平

DESTINY 鎌倉ものがたり
©2017「DESTINY 鎌倉ものがたり」製作委員会

3/10 - 3/29

鎌倉に住むミステリー作家・正和のも
とに嫁いできた年若い亜紀子。しかし、
そこは人間と魔物たちが仲良く暮らす
摩訶不思議な町だった…。堺雅人と
高畑充希を主演に『ALWAYS 三丁目
の夕日』チームが贈る、人間と人間な
らざるものの交流が紡ぎ出す、笑いと
感動の冒険ファンタジー！

2017 / 日本 / 前編 1h48・後編 1h48

加藤肇
ナオト・インティライミ

2017 / アメリカ / 1h56

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

ドリス・ヴァン・ノッテン
ファブリックと花を愛する男

2016 / ドイツ - ベルギー / 1h33
ドリス・ヴァン・ノッテン/アイリス・アプフェル

©2016 Reiner Holxemer Film - RTBF - Aminata bvba - BR - ARTE

3/10 - 3/16

ライナー・ホルツェマー 

世界のセレブから愛されるファッショ
ンデザイナー、ドリス・ヴァン・ノッテ
ン。服や流行に対する思い、独創的
なショーや発想の基になっているア
ントワープの邸宅などを取材。公私
共に支え合うパートナーや愛犬など、
意外な一面も垣間見られる、ドリス自
身に魅せられるドキュメント。

THE PROMISE 君への誓い

2016 / スペイン - アメリカ / 2h14

テリー・ジョージ
オスカー・アイザック/クリスチャン・ベイル

3/10 - 3/16

1914年オスマン・トルコ。アルメニア
人の青年ミカエルは、医学生としての
新たな生活に胸を躍らせていた。し
かしトルコが第一次大戦に参戦し民
族意識が高揚。アルメニア人への差
別と弾圧が強まっていき…。あのホロ
コーストより20年も前に発生してい
た150万人虐殺の悲劇が明らかに。

©2016 THE PROMISE PRODUCCIONES AIE-SURVIVAL PICTURES,LLC. 
ALL Right Reserved.

2016 / カナダ - イギリス / 1h48

アレクサンドル・アジャ
ジェイミー・ドーナン/エイダン・ロングワース

ルイの９番目の人生
©2015 Drax (Canada) Productions Inc./ Drax Films UK Limited.

3/17 - 3/29

リズ・ジェンセン

毎年必ず生死の境をさまよう大事故
に遭ってきた少年ルイ・ドラックスは、
９歳の誕生日に崖から転落し昏睡状
態に陥ってしまう。担当医が尽力する
なか、彼を取り巻く人々に奇妙な出
来事が起こるようになり…。少年の数
奇な運命に隠された謎を解き明かす、
極上の心理サスペンス。

悪と仮面のルール

2018 / 日本 / 2h18

中村哲平
玉木宏 / 新木優子 / 吉沢亮 / 柄本明

©中村文則／講談社 ©2017「悪と仮面のルール」製作委員会

3/17 - 3/23

中村文則

父親から“悪になるために創られた”
と告げられた少年は、初恋の女性を
守るため父を殺して失踪した。十数
年後、少年は顔と名前を変え、その
女性を守るため殺人を繰り返していた
が、それは父親が望んだ“悪”への道
を進むことでもあり…。“愛”のために
“悪”に生きる哀しき殺人者の物語。

劇場版 進撃の巨人
Season２ 覚醒の咆哮

2018 / 日本 / 1h59

肥塚正史
梶裕貴 / 石川由依 / 井上麻里奈 / 神谷浩史

©諫山創・講談社／「進撃の巨人」製作委員会

3/3 - 3/16

諫山創

人間を捕食する巨人に戦いを挑む
人 を々描いたベストセラーコミックの、
劇場版アニメ待望の第２弾がいよい
よ公開。壮絶な戦いのなか、自ら巨
人へと変貌する力に目覚めたエレンに
よって、人類は絶体絶命の危機を免れ
た。しかし束の間の平和を喜ぶ間もな
く、新たな脅威が迫っていて…。

ナオト・インティライミ冒険記
旅歌ダイアリー２  前編・後編

©2017「ナオト・インティライミ冒険記 2」製作委員会

3/3 - 3/9

忙しさに追われて忘れかけていた“純
粋に音楽を楽しむ心”を取り戻すため、
旅に出たナオト・インティライミ。今回は
約半年の間にアフリカ大陸14 カ国、ルー
マニア、スウェーデン、ドイツなどをめぐ
り、さまざまな土地の人 を々通して音楽
や文化にふれあった濃密な旅に密着。
※前編・後編それぞれ別料金です。

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、ベトナム戦争の真実が
書かれた機密文書の一部がス
クープされた。ワシントン・ポスト
のキャサリン・グラハムらは独自
に文書を入手し、報道の自由の
名のもとに全文を公表しようと試

みるが、ニクソン大統領による妨害
が待ち受けていて…。見る者の胸を
熱くする骨太社会派ドラマ。

アバウト・レイ 16 歳の決断

©2015 Big Beach, LLC. All Rights Reserved.

3/10 - 3/16

心は男性・身体は女性のレイは、16 歳
になり本当の男性として生きたいとカ
ミングアウトした。母親は動揺しなが
らも“本当の自分”に近づき、生き生
きとしていくレイの姿を見て、別れた
夫に治療の同意書のサインをもらい
に行く決心をするのだが…！？不器
用だけれど愛おしい家族の物語。

ヴァレリアン 千の惑星の救世主

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

3/30 -

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。しかしそこでは邪
悪な陰謀が渦巻いていて…。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！リュッ
ク・ベッソン史上最大のSF超大作！

2018 / 日本 / 2h06

滝田洋二郎
吉永小百合 / 堺正人 / 篠原涼子 / 佐藤浩市

北の桜守
©2018「北の桜守」製作委員会

3/10 -

1945年、ソ連軍の侵攻により樺太から
網走に逃げ延びた江蓮てつは、女手
一つで幼い息子たちを育て上げた。
時が経ち、アメリカで成功を収めた次
男が帰国する。年老いた母の姿に、と
もに札幌で暮らすことを決めるが…。
30年にわたる親子の軌跡を、吉永小
百合主演で描く人間ドラマ。

前編：2017 /日本 / 1h50　後編：2018 /日本 / 1h50

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

2015 / アメリカ / 1h32

ゲイビー・デラル 
エル・ファニング / ナオミ・ワッツ

ロング，ロングバケーション

2017 / イタリア / 1h52

パオロ・ヴィルズィ
ヘレン・ミレン / ドナルド・サザーランド

©2017 Indiana Production S.P.A.

3/24 - 4/5

元文学教師でアルツハイマー進行中
のジョンと、末期がんの妻エラの結婚
生活は半世紀を過ぎていた。子供た
ちが独立した今、夫婦水入らずで心
残りを遂げる旅に出ることに。行先は
ジョンが大好きな作家ヘミングウェイ
の家。共に歩んできた人に向かい合
い、南を目指す２人の旅はやがて…。

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


