
無限の住人
© 沙村広明／講談社 ©2017 映画「無限の住人」製作委員会
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ワイルド・スピード  ICE BREAK

©Universal Pictures

4/28 -

2017 / アメリカ / 2h16

F・ゲイリー・グレイ
ヴィン・ディーゼル/ドウェイン・ジョンソン

謎の老婆に永遠の命を与えられ
た伝説の人斬り・万次。ある日、
親を殺され仇討ちの助っ人を依
頼したいと少女が現れる。亡き妹
の面影を重ねた万次は、少女を
守る為に用心棒として無限の命

を使うと決心するが―。三池崇史×
木村拓哉で贈る“ 規格外 ” アクショ
ンエンターテインメント！

圧倒的なドライブテクを誇るアウ
トローの活躍を描く『ワイルド・ス
ピード』シリーズ第８作目となる最
新作！裏切りによるファミリーの
崩壊や、宿敵との共闘などシリー
ズは新たな局面を迎える。シャー

リーズ・セロンやヘレン・ミレンなど
豪華キャストも参戦し、今作でも無茶
で過激なアクションが炸裂！

2017 / 日本 / 2h20

三池崇史
木村拓哉 / 杉咲花 / 福士蒼汰 / 市川海老蔵

沙村広明

帝一の國
©2017 フジテレビジョン 集英社 東宝 © 古屋兎丸／集英社
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2017 / 日本 / 1h58 予定

永井聡『ジャッジ！』
菅田将暉 / 野村周平 / 竹内涼真 / 間宮祥太朗

古屋兎丸

全国屈指の名門校に入学した赤
場帝一の夢は、総理大臣になって
自分の国を作ること。内閣入りが
約束される生徒会長に就くため、
どんな汚いことも辞さない覚悟の
帝一だったが、想像以上の試練

が待ち受けていた。古屋兎丸のコ
ミックを菅田将暉主演で実写化した
学園政権闘争コメディ！

家族はつらいよ２
©2017「家族はつらいよ２」製作委員会

5/27 -

LOGAN ／ローガン
©2017 Twentieth Century Fox Film Corporation

6/1 -

2017 / 日本 / 1h53
橋爪功 / 吉行和子 / 西村雅彦 / 夏川結衣

熟年離婚をめぐり大騒動を繰り広
げる一家を描いた山田洋次監督
の喜劇『家族はつらいよ』の続編。
周造の高齢者運転を心配した家
族は、免許証を返上させようと計
画を立てるがまたもや大波乱に発

展してしまう。現代が抱える問題を
テーマに、今作でも繰り広げられる
人間模様は爆笑必至！

ミュータントの大半が死滅した
2029 年。長年の激闘で心身共に疲
弊し超人的治癒能力が衰えたウル
ヴァリン(ローガン)の前に、武装集
団に追われるローラという謎の少女
が現われる。彼女を守るためローガ

ンは再び闘いに身を投じていくのだ
が…。ヒュー・ジャックマン版最後のウ
ルヴァリン。シリーズ最高傑作！

３月のライオン 後編

©2017 映画「3 月のライオン」製作委員会

上映中

2017 / 日本 / 2h19
神木隆之介 / 清原果耶 / 加瀬亮 / 豊川悦司

新人戦を終え、人間としても大き
く成長した零。しかし平穏な日々
も束の間、家族同然となった川本
家の３姉妹、そして育ての親であ
る幸田家に新たな試練が襲いか
かる…。物語は闘いの前編から愛

の後編へ。愛する人々への感謝と決
意を胸に、零は将棋界の頂点・宗
谷冬司との戦いに挑む。[ 山形ロケ]

LION ／ライオン 〜 25年目のただいま〜 
©2016 Long Way Home Holdings Pty Ltd and Screen Australia

6/3 - 6/16

2016 / オーストラリア / 1h59

ガース・デイヴィス
デヴ・パテル / ルーニー・マーラ

1986年インド。５歳のサルーは、
仕事を探しにでかけたカルカッ
タ市内の電車の中で迷子にな
る。やがて養子に出されオース
トラリアで成長するサルー。それ
から25年後、おぼろげな記憶と

Google Earthを頼りに故郷を探す
試みを始めるのだった。本年度アカ
デミー賞ノミネートの感動作。

上映中

野原家に宇宙人「シリリ」がやってきた！
シリリのビームで、ひろしとみさえは子ど
もの姿に。大人に戻るために必要なシリ
リの父親を捜しに、子ども野原一家日
本縦断の大冒険が始まるのだが…。
2017年、おバカなしんのすけと宇宙人シ
リリが大暴れ！爆笑そして感動、劇場版
25周年記念の大ケツ作が誕生する！

2017 / 日本 / 1h43 予定

橋本昌和
矢島晶子 / 沢城みゆき / 宮迫博之 / 蛍原徹

臼井儀人

映画クレヨンしんちゃん
襲来 !! 宇宙人シリリ

©2017 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

上映中

西の名探偵・服部平次とコナンが大阪
のテレビ局で爆破事件に遭遇！そん
な中、平次の婚約者だと言う大岡紅葉
が現れる。時を同じくして京都で百人
一首の大会、皐月杯の優勝者が殺さ
れる。現場のモニターに映っていたのは
紅葉の姿だった…。大阪と京都。２つ
の事件と２人の運命を紡ぐものとは？

2017 / 日本 / 1h52

大倉崇裕静野孔文
高山みなみ /山崎和佳奈 /小山力也 /堀川りょう

青山剛昌

名探偵コナン
から紅の恋歌（ラブレター）

© 臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2017
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ある日突然、未知の巨大飛行物体
が地球に降り立った。彼らの言葉
の解読を依頼された言語学者の
ルイーズは、まるで動く絵画のよ
うな異質な言語に没頭するうち奇
妙な錯覚に陥ってゆく。カナダの

鬼才ヴィルヌーヴ監督が科学と心を
巧みに描く、SF映画の新たな金字塔。

2016 / アメリカ / 1h56
エイミー・アダムス / ジェレミー・レナー
ドゥニ・ヴィルヌーヴ  『ボーダーライン』

2017 / 日本 / 時間未定

猪股隆一『マリと子犬の物語』
唐沢寿明 / 窪田正孝 / 佐々木希 / 藤木直人

ラストコップ THE MOVIE

5/3 -

30 年の昏睡から目覚め未だ昭和感
覚の肉食系デカ・京極と、現代っ子で
草食系デカ・望月が、毎度ボケ＆ツッ
コミを繰り広げながら破天荒なノリで
事件を解決していく人気のバディ・
ドラマが遂にスクリーンへ！今年の
GW 後半に “乱入”して、彼らが日本
に笑いと興奮の旋風を巻き起こす！

©2017 映画「ラストコップ」製作委員　Based on the German TV series 
“DER LETZTE BULLE”, distributed by Red Arrow International

2016 / アメリカ / 1h51

第89 回アカデミー賞
作品賞／脚色賞／助演男優賞 受賞

ムーンライト
©2016 A24 Distribution, LLC

5/27 - 6/9

バリー・ジェンキンス
トレヴァンテ・ローズ/マハーシャラ・アリ

マイアミの貧困地域に暮らす内気な
少年シャロンが心を許せるのは、麻
薬ディーラーのフアン夫妻と男友達
のケヴィンだけ。やがて彼への感情
は特別なものに変わってゆくが…。
アイデンティティを模索する少年の

姿は、人種や性別を超えて私たちの心
に深い感動と余韻を残すだろう。

哭声／コクソン

2016 / 韓国 / 2h36

ナ・ホンジン『チェイサー』
クァク・ドウォン / ファン・ジョンミン / 國村隼

©2016 TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION

6/3 - 6/9

韓国のとある小さな村。得体の知れな
い “よそ者 ” がやってきて以来、村人
が家族を虐殺する事件が続発する。
村の警官は、殺人を犯した者に共通
する特徴を自分の娘に見つけてしま
い…。國村隼が謎だらけの男を怪演！

『哀しき獣』のナ・ホンジン監督による
韓国土着ミステリの衝撃作。

2017 / アメリカ / 2h18

ジェームズ・マンゴールド  『ウォーク・ザ・ライン 』
ヒュー・ジャックマン/パトリック・スチュワート

第89 回アカデミー賞
音響編集賞 受賞

深川栄洋 河野裕

サクラダリセット 後篇

2017 / 日本 / 2h05
野村周平 / 黒島結菜 / 平祐奈 / 及川光博

©2017 映画「サクラダリセット」製作委員会

5/13 - 

河野裕の青春ミステリー小説を実写
映画化した２部作の後篇。２年前に
死んだ同級生・相麻菫を能力で再生
させるべく、ケイ達が奔走する一方、
管理局内で権力を持つ対策室室長・
浦地が、街の未来を左右する計画を
実行しようとしていた。その計画に
相麻が関わっていたことを知り…。

たたら侍

2016 / 日本 / 2h00
青柳翔 / 小林直己 / 田畑智子 / AKIRA

©2017「たたら侍」製作委員会

5/20 -

錦織良成

戦国時代末期。出雲の山奥に1000 年
錆びないと言われる幻の鉄 “ 玉鋼 ”
を生み出す製法が伝えられてきた。
その伝統を受け継ぐ宿命を背負った
青年が、侍にあこがれて旅に出るの
だが…。EXILE HIRO 初プロデュー
ス作品は、日本の伝統と気高い精神
を描き出した本格時代劇。

EXILE HIRO

ピーチガール

2017 / 日本 / 1h56

山岡潤平神徳幸治
山本美月 / 伊野尾慧 / 真剣佑 / 永野芽郁

©2017「ピーチガール」製作委員会

5/20 -

上田美和

見た目のせいで誤解されがちだが、
超ピュアな女子高生もも。中学生の
頃からとーじに片想いしているが、
ある日、モテ王子カイリに勘違いから
キスをされ、噂になってしまう。さらに
は小悪魔なクラスメイト、沙絵に罠を
仕掛けられたり、次 と々恋の事件が！
ももが最後に選ぶのは…？

ラビング
愛という名前のふたり

2016 / イギリス - アメリカ / 2h02

ジェフ・ニコルズ『MUD マッド』
ジョエル・エドガートン / ルース・ネッガ

©2016 Big Beach, LLC. All Rights Reserved.

6/3 - 6/16

レンガ職人のリチャードは恋人のミ
ルドレッドの妊娠を機に生涯を共に
することを決意する。しかし1958 年
当時、バージニア州では異人種間の
結婚は法律で禁じられており、二人
はワシントンで結婚を果たすが…。
アメリカを変えたラビング夫妻の深
く静かな愛が胸を打つ珠玉の一本。

美女と野獣
©2017 Disney. All Rights Reserved.

上映中

2017 / アメリカ / 2h10

ビル・コンドン  『シカゴ』（脚本）
エマ・ワトソン / ダン・スティーヴンス

ディズニー・アニメの名作『美女
と野獣』がついに実写化！世界中
の女性たちが憧れるヒロイン “ ベ
ル ” を演じるのは『ハリー・ポッ
ター』シリーズのエマ・ワトソン。
さらに、『ドリームガールズ』の監

督がメガホンを取り、極上のミュージ
カルナンバーが、より華やかさと深
みを増して現代に蘇える。

平松恵美子山田洋次 

羽海野チカ大友啓史

ジャッキー ／ファーストレディ 最後の使命

©2016 Jackie Productions Limited

6/3 - 6/16

2016 / アメリカ-チリ-フランス / 1h39
ナタリー・ポートマン/ピーター・サースガード
パブロ・ラライン

ケネディ大統領が永遠に人々の心
に生き続けることになった陰には、
妻ジャッキーの知られざる闘いが
あった。暗殺された最愛の夫を過
去の人にさせないために彼女が挑
んだ “最後の使命”を描き、主演

Ｎ・ポートマンを筆頭に賞レースを席
巻した珠玉の伝記ドラマ。

第73回ヴェネツィア国際映画祭 
脚本賞受賞

ダーレン・アロノフスキー

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


