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君の膵臓をたべたい
©2017「君の膵臓をたべたい」製作委員会 © 住野よる / 双葉社
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2017 / 日本 / 1h59

荒木飛呂彦三池崇史
山﨑賢人 /伊勢谷友介/神木隆之介/小松菜奈

2017 / 日本 / 1h55

住野よる月川翔
浜辺美波 / 北村匠海 / 北川景子 / 小栗旬

膵臓の病を患う高校生・桜良と、
同級生の“僕”は、彼女の闘病日記
を見つけたことから次第に一緒に
過ごすようになる。だが、懸命に生
きる彼女の日々はやがて終わりを
告げることに。彼女の想い、そして

このタイトルの意味とは…。同名ベスト
セラー小説を映画化した高校生の純
粋でまっすぐな青春を描く物語。

大人気漫画シリーズ「ジョジョの
奇妙な冒険」が、30周年でまさか
の実写化！美しい海沿いの町・杜
王町で次々に起こる、変死事件
などの奇妙な出来事。見た目は
不良だが心根の優しい高校生・

東方丈助は、“スタンド”と呼ばれる
特殊能力を使い、仲間と共に愛する
町を守るため立ち上がる！

東京喰種 トーキョーグール

©2017「東京喰種」製作委員会 © 石田スイ／集英社

7/29 -

人の姿をしながらも人を喰う怪人
“喰種（グール）”が潜む東京。ごく
普通の内気な大学生のカネキは、
ある事件をきっかけに喰種の内
臓を移植され、半喰種となってし
まう。人間と喰種、両者の衝突が

激化する中、２つの世界を知る青年
の未来とは？アニメ化もされた超人
気コミックが衝撃の実写映画化。

心が叫びたがってるんだ。
©2017 映画「心が叫びたがってるんだ。」製作委員会 © 超平和バスターズ

上映中

本音で会話することができない拓実
と、他人と話すことができない順が、
地域交流会の実行委員に任命され
た。順の秘密を知った拓実は「歌な
ら気持ちを伝えられるのでは」と提
案するのだが…。大人気アニメが待

望の実写映画化。「Sexy Zone」の中島
健人と「べっぴんさん」の芳根京子出演
で贈る感動の青春群像劇。

2017 / 日本 / 1h59

超平和バスターズ熊澤尚人『君に届け』
中島健人 / 芳根京子 / 石井杏奈 / 寛一郎

2017 / 日本 / 1h59

楠野一郎萩原健太郎
窪田正孝 / 清水富美加 / 鈴木伸之 / 大泉洋

石田スイ

2017 / 日本 / 2h05

中村義洋『殿、利息でござる！』
大野智 / 石原さとみ / 鈴木亮平 / 知念侑李

和田竜

2017 / アメリカ / 2h13

ジョン・ワッツ 
トム・ホランド / ロバート・ダウニー・Jr.

スパイダーマン：ホームカミング
©Marvel Studios 2017. ©2017 CTMG. All Rights Reserved.
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アベンジャーズシリーズに本格参
戦した新シリーズ！トニー・スター
ク（アイアンマン）から特製スーツ
を貰った15歳の高校生ピーター

（スパイダーマン）は、アベンジャー
ズとして認められたい一心で無茶

ばかり。そんな中、スタークに恨みを
持つ男がNYに現れる…。進化した
摩天楼を飛び回る姿に興奮必至!!

トランスフォーマー  最後の騎士王

©2016 Industrial Light & Magic, a division of Lucasfilm Entertainment Company Ltd., All Rights Reserved
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第１作から10 年。映像革命シリー
ズの新３部作始動！オプティマス
不在の地球でメガトロン対オー
トボットと人類の戦いが続く中、
太古より金属生命体が地球の歴
史に干渉していた事実が判明す

る。やがてオプティマスが帰還。しか
し彼は“創造主”の手によって人類
を滅ぼす破壊者と化していた！

2017 / アメリカ / 2h29

マイケル・ベイ
マーク・ウォールバーグ/ローラ・ハドック

怪盗グルーのミニオン大脱走
©2017 Universal Studios. ALL RIGHTS RESERVED

上映中

2017 / アメリカ / 1h30

カイル・バルダ / ピエール・コフィン
笑福亭鶴瓶/芦田愛菜/中島美嘉/松山ケンイチ

全世界待望！今度の『怪盗グルー』
は、最強のライバルの出現や、グ
ルーも知らなかった家族の秘密、
そしてミニオンたちがグルーと決
別して新たなボスを探しに旅立
つなど見所が盛り沢山！果たして

ミニオンたちの運命は！？大人から子
どもまで家族そろって楽しめる、笑い
と感動の夏休み映画！！

銀魂
© 空知英秋／集英社 ©2017 映画「銀魂」製作委員会

上映中

高層ビルが立ち並び、宇宙船が空を飛
ぶ江戸の町。侍と呼ぶには荒 し々くあ
まりにまっすぐな目をした男“万事屋銀
ちゃん”こと坂田銀時が仲間と共にス
クリーンで大立ち回り！「週刊少年ジャ
ンプ」で連載の人気漫画がガチで実写
映画化。笑って泣いて、熱くなる。天下
無敵のアクションエンタテインメント！

2017 / 日本 / 2h11

空知英秋福田雄一『俺はまだ本気出してないだけ』
小栗旬/菅田将暉/橋本環奈/柳楽優弥/新井浩文

パイレーツ・オブ・カリビアン
最後の海賊

2017 / アメリカ / 2h09　　

ヨアヒム・ローニング/エスペン・サンドベリ
ジョニー・デップ / ハビエル・バルデム

©2017 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

上映中

超人気シリーズ第５弾！今回はジャッ
ク・スパロウへの復讐に燃える“海の
死神”サラザールの魔の手から逃れる
ため、この世の全ての呪いを解くと言
われる秘宝「ポセイドンの槍」を探すこ
とに。あのウィル・ターナーの息子ヘ
ンリーも加わり新たな大冒険が、いま
始まる。お馴染のキャストも再集結！

忍びの国
©2017 映画「忍びの国」製作委員会

上映中

戦国史上唯一、侍と忍びが直接対決
したと言われる「天正伊賀の乱」を
題材とした和田竜のベストセラー小
説を嵐・大野智主演で映画化。圧倒
的な戦力で攻め込む織田の軍勢を、
無門率いる忍びの軍団はいかにして
抗戦するのか!? 誰も見たことがない
戦国エンターテインメント超大作！

ワンダーウーマン
©2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC
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2017 / アメリカ / 2h21

パティ・ジェンキンス『モンスター』
ガル・ギャドット/クリス・パイン/ロビン・ライト

DCコミックで圧倒的人気！女性
初スーパーヒーロー！そして、女
性監督歴代実写興行収入No.１
を記録！孤立した女性だけの島
のプリンセスにして、圧倒的な強
さを誇る美女戦士ワンダーウー

マン。ある男との出会いにより、彼女
の運命は大きく動き出す…。美しく
強すぎる彼女の戦いを見届けよ！

メアリと魔女の花
©「メアリと魔女の花」製作委員会

上映中

2017 / 日本 / 1h43

米林宏昌
杉咲花/天海祐希/小日向文世/満島ひかり/佐藤二朗

田舎町に越してきた赤毛の少女
メアリは、とある森で７年に一度
しか咲かない花「夜間飛行」を見
つける。それはかつて、魔女の国
から盗み出された禁断の「魔女
の花」だった…。新たな驚きと歓

びに満ち溢れた、全く新しい魔女
映画を『借りぐらしのアリエッティ』
の米林宏昌監督が描く。

HiGH&LOW THE MOVIE２ END OF SKY

©2017「HiGH&LOW」製作委員会
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累計600万視聴、EXILE HIRO企
画プロデュースのエンタテインメン
ト『HiGH&LOW』が2017超進化！
５つのチームが拮抗するSWORD
地区だったが、かつてない最凶軍
団を前に、遂にSWORDの想いは

ひとつになる。超全員主役、総勢100
名超えの豪華キャストで描き出す、
熱い闘いと友情のドラマ！

2017 / 日本 / 時間未定

久保茂昭 / 中茎強 
岩田剛典/登坂広臣/TAKAHIRO/AKIRA/白濱亜嵐

メアリー・スチュアート

ザ・マミー  呪われた砂漠の王女

©Universal Pictures
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2017 / アメリカ / 1h50

アレックス・カーツマン
トム・クルーズ / ソフィア・ブテラ

生きたまま石棺に封印され、２千
年の眠りから目覚めた古代エジ
プトの王女・アマネット。人間へ
の復讐を開始した彼女を止める
ため、飛行機事故による死から
蘇った男ニック（トム・クルーズ）

が立ち上がる！1932年のホラー映画
『ミイラ再生』をアクションアドベン
チャーとしてリブート！

トリガール！

2017 / 日本 / 1h38

英勉『ヒロイン失格』
土屋太鳳 / 間宮祥太朗 / 高杉真宙

©2017「トリガール！」製作委員会

9/1 -

中村航

毎年琵琶湖で開催される「鳥人間コ
ンテスト」に全てを懸ける大学生を
描いた中村航の人気小説が映画化！

『ヒロイン失格』の監督のもと、主演
の土屋太鳳が“毒舌”を武器に新境
地に挑戦！漕いで、叫んで、ガンを飛
ばし、最高の熱量で撮影された空飛
ぶ青春エンターテインメント！！

劇場版 ポケットモンスター  キミにきめた！

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokemon ©2017 ピカチュウプロジェクト

上映中

劇場版20作目は、20年前に放送
されたTVアニメ第1話「きみに決
めた！」のラストで登場以来、遂に
姿を現す伝説のポケモン“ホウオ
ウ”を巡る物語。サトシとピカチュ
ウの初めての出会いから、本物の

パートナーになるまでの知られざる
冒険が描かれる。ポケモンを卒業した
方も必見の記念作！

2017 / 日本 / 1h39

湯山邦彦
松本梨香/大谷育江/佐藤栞里/本郷奏多/山寺宏一 

カーズ／クロスロード
©2017 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

上映中

2017 / アメリカ / 1h49

ブライアン・フィー
土田大/山口智充/戸田恵子/松岡茉優/藤森慎吾

ジョン・ラセター 

天才レーサー “マックィーン”。
ベテランになりつつある彼に待
ち受けていたのは、最新テクノロ
ジーを追及した新たな世代の台
頭、そしてレース人生を揺るがす
衝撃的な大クラッシュだった…。

思いがけない挫折、そして迫られる
人生の選択。この夏、ディズニー／ピ
クサー史上最大の衝撃が訪れる！

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


