
2017 / 日本 / 1h10

齊藤工
高橋一生/リリー・フランキー/松岡茉優

はしもとこうじ

2018 / 日本 / 1h54

福田雄一『銀魂』
山田孝之/長澤まさみ/ムロツヨシ/佐藤二朗

50 回目のファーストキス
©2018「50 回目のファーストキス」製作委員会

6/1 -

ハワイに住むプレイボーイが本気
で恋をしたのは、記憶が１日で消え
てしまう女性だった…。2004年に
公開されたドリュー・バリモア×ア
ダム・サンドラー主演の名作を山田
孝之×長澤まさみでリメイク。『銀

魂』や『勇者ヨシヒコ』シリーズなど
ギャグコメディを得意とする福田雄一
監督が本気でラブストーリーに挑戦！

2018 / アメリカ / 2h00

デヴィッド・リーチ『アトミック・ブロンド』
ライアン・レイノルズ/ジョシュ・ブローリン/ 忽那汐里 

デッドプール２
©2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved

6/1 -

R 指定ながら全世界大ヒット、毒
舌＆下ネタ連発、不死身で無敵で
不敵のみんなの「俺ちゃん」が帰っ
てきた！！前回の仲間はもちろん、
忽那汐里演じる新キャラなども登
場し、最強鬼やばチーム「エック

ス・フォース」を結成！マーベルの
中で超異端かつ無責任ヒーローが
贈るアクションコメディ第２弾！

友罪

2018 / 日本 / 2h09

瀬々敬久『64 ロクヨン』
生田斗真/瑛太/佐藤浩市/夏帆/山本美月

©2017 映画「友罪」製作委員会 ©薬丸岳／集英社

上映中

薬丸岳

ジャーナリストの夢破れて町工場で
働き始めた益田と、同僚の鈴木。次第
に心を通わせていく二人だったが、あ
るきっかけで益田は、鈴木が17年前
の連続児童殺傷事件の元少年犯で
はないかと疑い始める―。瀬々敬久
監督のもと、生田斗真と瑛太が渾身
の演技で挑んだ慟哭の人間ドラマ。

妻よ薔薇のように
家族はつらいよIII

©2018「妻よ薔薇のように　家族はつらいよ III」製作委員会

上映中

喜劇映画シリーズ３作目のテーマは
【主婦への讃歌】。ダメ夫の心ない言
葉に、溜まり溜まった不満が爆発し妻
が家出！一家の家事を担う主婦がい
なくなる史上最大のピンチに、平田家
は大混乱！山田洋次監督が贈る、全
ての女性が笑って共感、しみじみ泣け
て励まされる家族のドラマ。

2018 / 日本 / 2h03
橋爪功 / 吉行和子 / 西村まさ彦 / 夏川結衣 

山田洋次 平松恵美子

万引き家族
©2018 フジテレビジョン　ギャガ　AOI Pro.

6/8 -

2018 / 日本 / 2h00
リリー・フランキー/安藤サクラ/松岡茉優/樹木希林

是枝裕和

都会の片隅で、今にも壊れそうな
平屋に仲良く暮らす５人の家族。
彼らは生活のため、家族ぐるみで
軽犯罪を重ねる“万引き家族”だっ
た。ある日、一つの事件をきっかけ
に家族がバラバラに引き裂かれて

しまう。そして、明らかになる一家の
秘密―。様々な家族の形を見つめ続
けてきた是枝監督、入魂の最新作。

メイズ・ランナー 最期の迷宮

2018 / アメリカ / 2h22

ウェス・ボール
ディラン・オブライエン/カヤ・スコデラリオ

6/15 -

ジェームズ・ダシュナー

巨大迷路からの脱出に３年の歳月を
費やしたトーマスたち。捕われたミン
ホを救い出すため、世界災害対策本部

（WCKD）のある都市“ラスト・シティ”
への逆侵入を決意する！『メイズ・ラ
ンナー』シリーズ完結！仲間を、そし
てウイルスに侵された人類を救うた
めに最期の迷宮を攻略せよ！

©TM and ©2017 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved. 
Not for sale or duplication.

ハン・ソロ スター・ウォーズ・ストーリー

©2018 Lucasfilm Ltd. All Rights reserved

6/29 -

2018 / アメリカ / 2h15 予定

ロン・ハワード
オールデン・エアエンライク/エミリア・クラーク

ローレンス・カスダン

あらゆる世代を魅了する愛すべき
アウトロー、ハン・ソロ。SW史上最
も謎に満ちた男の知られざる過去
を巨匠ロン・ハワードが描く！相棒
チューバッカとの出会いや、曲者揃
いの仲間達との冒険。ひとりの若者

がハン・ソロという男になるまでの若き
日の物語。ミレニアム・ファルコン号に
乗ったヒーローの誕生を目撃せよ!!

2017 / アメリカ / 1h53

スティーヴン・チョボスキー
ジュリア・ロバーツ/オーウェン・ウィルソン

ゲティ家の身代金

2017 / アメリカ / 2h13

リドリー・スコット 
ミシェル・ウィリアムズ/マーク・ウォールバーグ

©2017 ALL THE MONEY US, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

上映中

世界一の大富豪ジャン・ポール・ゲ
ティの孫が誘拐され、50億円という
破格の身代金を要求される。しかし、
ゲティは支払いを拒否。離婚し一族
を離れていた母は、息子を助けるた
めに一か八かの賭けに出る。1973年
に世界を騒然とさせた誘拐事件の顛
末をリドリー・スコット監督が映画化。

アイ，トーニャ
史上最大のスキャンダル

2017 / アメリカ / 2h00

スティーヴン・ロジャースクレイグ・ギレスピー
マーゴット・ロビー / アリソン・ジャネイ

Copyright ©2017 AI Film Entertainment LLC. All Rights Reserved.

6/8 - 6/21

フィギュアスケート選手トーニャ・ハー
ディングの人生は、オリンピック代表
の座を争うライバルを襲撃した事件で
一変する。スポーツ界を震撼させた大
スキャンダル、その真実が今明らかに！
トーニャの鬼母に扮したアリソン・ジャ
ネイがオスカー受賞も納得の怪演！

第 90 回アカデミー賞
助演女優賞 受賞

虹色デイズ

2018 / 日本 / 1h49

飯塚健 
佐野玲於 / 中川大志 / 高杉真宙 / 横浜流星

©2018「虹色デイズ」製作委員会 ©水野美波／集英社

7/6 -

水野美波

趣味も性格も違うけど、いつも一緒の
仲良し男子高校生４人組。それぞれ
が抱える恋愛や進路の問題を、ともに
悩み笑い合う、ありふれているようで
実は特別な日々。そんな一度しかない
青春の輝きを、若手イケメン俳優の共
演と豪華アーティストによるBGMに
のせてお届けします！！

2018 / アメリカ / 1h41

ウェス・アンダーソン
ブライアン・クランストン/エドワード・ノートン/野田洋次郎

レディ・バード

2017 / アメリカ / 1h34

グレタ・ガーウィグ
シアーシャ・ローナン/ローリー・メトカーフ

©2017 InterActiveCorp Films, LLC. ／ Merie Wallace, courtesy of A24

7/6 - 7/19

『フランシス・ハ』、『20センチュリー・
ウーマン』の女優グレタ・ガーウィグ
が監督としての才能も証明した青春
映画の傑作！都会への進学を夢見る
17 歳の少女をシアーシャ・ローナンが
演じ、彼女が経験する思春期の輝き
と痛みをユーモアたっぷりに描く。

第 75 回ゴールデングローブ賞
作品賞／女優賞 受賞

あなたの旅立ち、綴ります

2016 / アメリカ / 1h48

マーク・ペリントン 
シャーリー・マクレーン/アマンダ・セイフライド

©2016 The Last Word, LLC.All Rights Reserved.

6/29 - 7/5

老婦人のハリエットは存命中に訃報
記事を書いてもらおうと考えたが、嫌
われ者の彼女を良く言ってくれる人な
どいないことに愕然。最高の訃報記事
のため、新聞記者のアンと協力して自
分を変えようと奮闘を始めるが…。Ｓ・
マクレーン＆Ａ・セイフライド競演の
ハートフル終活ドラマ。

2017 / イギリス / 2h05

ジョー・ライト　特殊メイク：辻一弘
ゲイリー・オールドマン/クリスティン・スコット・トーマス

細野晴臣

犬ヶ島
©2018 Twentieth Century Fox Film Corporation

6/22 - 7/5

疫病が流行し、すべての犬が「犬ヶ
島」に追放された近未来の日本。
愛犬を探すため一人で島へ渡った
12歳の少年アタリは、そこで出会っ
た心優しい５匹の犬たちと冒険の旅
に出る。細部にまでこだわりぬいた

世界観に個性豊かな俳優陣が集結し
たウェス・アンダーソン監督最新作！

ワンダー 君は太陽
©2017 Lions Gate Films Inc. and Participant Media, LLC and Walden Media,LLC. All Rights Reserved.

6/15 -

遺伝子の疾患のため人とは違う
顔を持って生まれてきたオギー
は、５年生になって初めて学校に
通うことに。期待と不安を胸に始
まった学校生活。何度もくじけそ
うになりながらも家族の揺るがぬ

愛を支えに、少しずつ友達とも打ち
解けていき…。少年の成長と親子愛、
涙なしには見られない感動作。

君の名前で僕を呼んで
©Frenesy, La Cinefacture

6/22 - 7/5

1980年代の北イタリアの避暑地。
17歳のエリオは、ひと夏を過ごし
にアメリカから来た24 歳のオリ
ヴァーと出会い、激しい恋に落ちる。
しかし無情にも夏の終わりが迫って
きて…。生涯忘れえぬ恋の痛みと

喜びを描いた傑作。新星ティモシー・
シャラメが眩しすぎる存在感を放つ。

モリーズ・ゲーム

2017 / アメリカ / 2h20

アーロン・ソーキン
ジェシカ・チャステイン / イドリス・エルバ

©2017 MG's Game, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

6/22 - 7/5

ケガでアスリートの道を絶たれたモ
リーは高額ポーカールームの経営
者に転身。瞬く間に大成功を収める
が、突然 FB I に逮捕されてしまい…。

『ソーシャル・ネットワーク』などを手
掛けた天才脚本家アーロン・ソーキ
ンの初監督作は、才女を見舞ったス
キャンダルの真実に迫る実録ドラマ。

生きる街

2018 / 日本 / 2h04

榊英雄『捨てがたき人々』
夏木マリ / 佐津川愛美 / イ・ジョンヒョン

©2018「生きる街」製作委員会

6/22 - 7/5

千恵子たち４人家族の生活は東日本
大震災によって一変する。漁師の夫は
行方不明になり、娘も息子も心に大き
な傷を負った。そこに、ある韓国人青
年が訪れる。彼は千恵子も知らなかっ
た夫の姿を語りはじめ…。震災からの
再生をテーマに、石巻市で撮影され
た珠玉のヒューマンドラマ。

秋山命

ボストン ストロング
ダメな僕だから英雄になれた

2017 / アメリカ / 2h00

デヴィッド・ゴードン・グリーン
ジェイク・ギレンホール/タチアナ・マスラニー

7/6 - 7/12

2013年のボストンマラソンの爆弾テ
ロで両足を失ったジェフ。犯人逮捕
に貢献したことからテロに屈しない
精神「ボストン ストロング」の象徴と
して英雄視されるが、足を失った痛み
や周囲の期待とのギャップに苦悩して
いた。自身の弱さを克服し、本当の強
さに目覚める姿を描いた再生の実話。

©2017 Stronger Film Holdings, LLC. All Rights Reserved. Motion Picture Artwork©2018 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

モリのいる場所
©2018「モリのいる場所」製作委員会

6/30 - 7/12

画家のモリは30年もの間、自宅と
小さな庭から１歩も外に出ずに生活
している。庭に住む虫や植物を愛
し、観察するのが日課だ。そんなモ
リの家には、呼びもしないのにひっ
きりなしに人々がやってきて…。

伝説の画家・熊谷守一のとある1日
を日本映画界を代表する山﨑努×樹
木希林の夫婦役でユーモラスに描く。

第 90 回アカデミー賞
脚色賞 受賞

2018 / 日本 / 1h39

沖田修一『南極料理人』
山﨑努 / 樹木希林 / 加瀬亮 / 青木崇高

blank13 （ブランク13）

©2017「blank13」製作委員会

6/1 - 6/14

13年前に失踪した酒と金にだらしない
父の消息が判明、息子のコウジは病室
を訪ねた。父は癌に侵されており、隔た
りを埋められないまま三ヶ月後に他界。
そして迎えた葬儀の日、参列者たちの
言葉から家族の知らない父の姿が浮か
び上がってゆく。熱狂的な映画フリーク
で知られる斎藤工の長編初監督作。

第 68 回ベルリン国際映画祭
銀熊賞（監督賞） 受賞

しあわせの絵の具
愛を描く人 モード・ルイス

2016 / カナダ - アイルランド / 1h56

アシュリング・ウォルシュ 
サリー・ホーキンス / イーサン・ホーク

©2016 Small Shack Productions Inc. / Painted House Films Inc. / Parallel Films (Maudie) Ltd.

6/29 - 7/5

重いリウマチを患うも絵を描くことを
愛したカナダの素朴派画家モード・
ルイスと、彼女を献身的に支えた無骨
な夫エベレット。二人は絵画で成功し
たのちも、ガスも水道もない小さな家
で晴耕雨読の生活を貫いた。つつま
しくも豊かな生き方に心が洗われる、
喜びと愛に満ちた真実の物語。

ウィンストン・チャーチル
ヒトラーから世界を救った男

©2017 Focus Features LLC. All Rights Reserved.

6/22 - 7/5

第２次大戦初期、イギリス軍はナチスド
イツによってダンケルク港に追い詰め
られていた。ヒトラーに屈するのか、抗
戦するのか。英国首相チャーチルは世
界の命運を左右する決断を迫られ…。
首相就任からダンケルクの戦いまで、
チャーチルの27日間を描く史実ドラマ。

第 90 回アカデミー賞 
主演男優賞／メイクアップ＆ヘアスタイリング賞 受賞

2017 /イタリア-フランス-ブラジル-アメリカ/ 2h12

ルカ・グァダニーノ
ティモシー・シャラメ / アーミー・ハマー

ジェームズ・アイヴォリー

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


