
深川栄洋 河野裕

カフェ・ソサエティ

2016 / アメリカ / 1h36

ウディ・アレン
ジェシー・アイゼンバーグ/クリステン・スチュワート

Photo by Sabrina Lantos ©2016 GRAVIER PRODUCTIONS, INC

5/5 - 

映画業界の有力者である叔父を頼っ
てハリウッドにやって来た青年ボビー。
美人秘書ヴェロニカに心を奪われな
がら、煌びやかな社交界の熱狂に翻
弄されてゆく。1930年代黄金期のハ
リウッドを舞台に、可笑しくてほろ苦い
人生の皮肉を軽快なタッチで描く
ウディ・アレン監督最新作。

2017 / 日本 / 時間未定

猪股隆一 
唐沢寿明 / 窪田正孝 / 佐々木希 / 藤木直人

ハルチカ

2016 / 日本 / 1h58

初野晴市井昌秀
佐藤勝利/橋本環奈/恒松祐里/清水尋也

メッセージ

2016 / アメリカ / 1h56

 ドゥニ・ヴィルヌーヴ
エイミー・アダムス / ジェレミー・レナー

夜明け告げるルーのうた

2017 / 日本 / 1h47

吉田玲子湯浅政明
谷花音 / 下田翔大 / 篠原信一 / 寿美菜子

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

劇場版 FAIRY TAIL
DRAGON CRY

2017 / 日本 / 時間未定

真島ヒロ南川達馬
柿原徹也/平野綾/釘宮理恵/中村悠一/大原さやか

ミス・サイゴン
25周年記念公演 in ロンドン

2016 / イギリス / 3h07

ブレット・サリヴァン
ジョン・ジョン・ブリオネス/エバ・ノブルザダ

たたら侍

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

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

LOGAN ／ローガン

2017 / アメリカ / 2h18

ジェームズ・マンゴールド
ヒュー・ジャックマン/パトリック・スチュワート

花戦さ

2017 / 日本 / 2h07

篠原哲雄
野村萬斎/市川猿之助/佐藤浩市/中井貴一

美しい星

2017 / 日本 / 2h07

吉田大八
リリー・フランキー/亀梨和也/橋本愛/中嶋朋子

ヨーヨー・マと
旅するシルクロード

2015 / アメリカ / 1h35

モーガン・ネヴィル
ヨーヨー・マ / ジョン・ウィリアムズ

ラストコップ THE MOVIE

©2016 CML

©2017「たたら侍」製作委員会 ©2017「ピーチガール」製作委員会

©2017 Twentieth Century Fox Film Corporation ©2017「花戦さ」製作委員会

©2017「美しい星」製作委員会

©2015, Silk Road Project Inc., All Rights Reserved

©2017「ハルチカ」製作委員会

©2017 ルー製作委員会

©2017 映画「サクラダリセット」製作委員会© 真島ヒロ・講談社／劇場版フェアリーテイル DC 製作委員会

家族はつらいよ２

2017 / 日本 / 1h53

平松恵美子山田洋次 
橋爪功 / 吉行和子 / 西村雅彦 / 夏川結衣

ちょっと今から仕事やめてくる

2017 / 日本 / 1h54

成島出 
福士蒼汰 / 工藤阿須加 / 黒木華 / 小池栄子

©2017「家族はつらいよ２」製作委員会©2017「ちょっと今から仕事やめてくる」製作委員会
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6/1 - 6/3 -

5/26 -

6/3 - 6/9

シネマ歌舞伎 
東海道中膝栗毛〈やじきた〉

2017 / 日本 / 1h30

戸部和久浜本正機
市川染五郎/市川猿之助/市川右近/市川笑也 

© 松竹株式会社

6/3 - 6/23

テッド・チャン 上田美和錦織良成

デビッド・ジェームズ・ケリー

十返舎一九

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
の草食系デカ・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！
ゴールデンウィークに乱入して、日本
に笑いと興奮の旋風を巻き起こす！

週刊少年マガジンで連載中の大人気コ
ミック「FAIRY TAIL」がファン必見のオ
リジナルストーリーで完全映画化！人
間たちに葬られたドラゴンたちの怒りが
宿る杖・ドラゴンクライをめぐり繰り広げ
られる死闘の中、ナツの本能が目を覚ま
す―！？興奮と感動。原作の最終章へ
と繋がる新たな物語がここから始まる。

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…。

高校入学で再会した幼馴染みのハル
タとチカ。チカは吹奏楽部に入部し
大好きなフルートを吹くと決めてい
たが、部は廃部寸前だった。ホルンの
経験のあるハルタを巻き込み部員集
めに奔走するが…。吹奏楽の響きに
のせて Sexy Zone の佐藤勝利と橋
本環奈主演で贈る青春ストーリー。

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。カナダの鬼才が科学と心を巧
みに描く、SF 映画の新たな金字塔。

鬼才・湯浅政明監督、初のオリジナル
長編アニメ！漁港の町で作曲を心の
拠り所に生きる少年・カイが出会った、
無邪気に歌い踊る人魚の少女・ルー。
しかし、災いをもたらす存在とされる人
魚のルーと町の住人たちとの間には
大きな溝が…。やがて訪れる町の危
機をカイは止めることができるのか！

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…？

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プロデュース
最新作は、日本の伝統と気高い精神
を描き出した本格時代劇。

ベトナム戦争末期を舞台に、サイゴンの
ナイトクラブで働くキムとアメリカ兵ク
リスの悲恋を描いた名作ミュージカル
の25周年記念公演を収録。舞台装置
や衣装を最新技術を駆使して撮影した
ほか、フィナーレではオリジナルキャス
トも登場し新旧夢の競演を果たした。
特別料金：2,500 円均一

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！

ブラック企業で働く隆は幼馴染みの
ヤマモトと名乗る青年と出会う。彼
との交流を通じて明るさを取り戻し
ていく隆だったが、あるきっかけから
ヤマモトが３年前に自殺していたこと
を知り…。関西弁初挑戦の福士蒼汰
と名手・成島出監督による、すべて
の “働く人”に贈る感動の物語。

平凡な家族がある日突然、自分たち
は異星人であると確信する。彼らは
その手に「美しい星・地球」を救う
使命があると信じそれぞれに奮闘す
るが…。原作は、三島由紀夫による異
色の SF 小説。『桐島、部活やめるっ
てよ』の吉田大八監督が大胆に脚色
し現代を生きる人間を活写する。

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…。孤高の
ヒーローが最後の爪跡を刻む。

天下人・秀吉がたった一人の花僧に
刃ではなく花を武器に挑まれ大敗北
を喫していた！？戦国時代に実在した
花僧・池坊専好が、暴君・秀吉をギャ
フンといわせた奇想天外な策が今明
らかに！狂言の野村萬斎、歌舞伎の
市川猿之助はじめ超豪華出演陣によ
る演技合戦をとくとご覧あれ。

「やじきた」でお馴染み弥次さん、喜多さ
んの珍道中記がシネマ歌舞伎として登
場！一行は、ラスベガスに辿り着いたり、
怪奇現象や盗賊の一味、闇金に襲われ
ながらお伊勢参りに向かいます。宙
乗りや本水の立廻りなど歌舞伎なら
ではの趣向が満載の傑作喜劇。
一般 2,100 円／学生・小人 1,500 円

世界的チェロ奏者ヨーヨー・マが
2000年に「音の文化遺産」を発信す
べく立ち上げた「シルクロード・アンサ
ンブル」。異なる歴史的・民族的背景
を持つメンバーたちは演奏を通じて
アイデンティティを確立していく。国
境を越えた豊かなハーモニーが文化
の未来を照らすドキュメンタリー。

フレンチ・ラン

2016 / イギリス - フランス - アメリカ / 1h32

ジェームズ・ワトキンス
イドリス・エルバ / リチャード・マッデン

©2016 Studiocanal S.A. TF1 Films Production S.A.S.All Rights Reserved

5/13 - 5/19

己の嗅覚のみに従うCIA 捜査官ブラ
イアーと、お調子者のスリの若者マイ
ケル。革命記念日前夜のパリで起こっ
た爆弾テロ犯を捕まえるため、異色
の二人がコンビを組み巨大な陰謀に
迫っていく。息つく暇もない怒涛のア
クションとストーリー展開でパリの街
を縦横無尽に疾走する痛快作！

雨の日は会えない、
晴れた日は君を想う

2015 / アメリカ / 1h41

ジャン＝マルク・ヴァレ
ジェイク・ギレンホール / ナオミ・ワッツ

©2015 Twentieth Century Fox Film Corporation, Demolition Movie, LLC and TSG 
Entertainment Finance LLC. 

5/20 - 5/26

交通事故で妻を亡くしたエリート銀
行員のデイヴィス。一滴の涙も出な
い無感覚の自分に気づいた彼は、
失った感情を取り戻すため、身の回
りのあらゆる物を破壊し始めるが…。
孤独と虚しさを抱えた男の再生への
旅路を、ジェイク・ギレンホールが繊
細に演じるヒューマンドラマ。

未来よ こんにちは

2016 / フランス - ドイツ / 1h42

ミア・ハンセン＝ラブ
イザベル・ユペール / アンドレ・マルコン

5/27 - 6/2

ナタリーはパリの哲学教師。あるとき突
然に夫から離婚を切り出され、介護を
していた母も他界。充実した日々から
一転して一人ぼっちになってしまった
ナタリーは輝きを取り戻せるのか。大
女優イザベル・ユペールのチャーミン
グな魅力が光る愛すべき人間ドラマ。

第69 回カンヌ国際映画祭
グランプリ受賞

お嬢さん

2016 / 韓国 / 2h25

パク・チャヌク
キム・ミニ / キム・テリ / ハ・ジョンウ

©2016 CJ E&M CORPORATION, MOHO FILM, YONG FILM ALL RIGHTS RESERVED

5/27 - 6/2

サラ・ウォーターズ

日本統治下の朝鮮半島。支配的な
叔父と暮らす令嬢・秀子のもとに、新
しいメイドがやってくる。彼女は一
家の財産を狙う詐欺師の手先だった
が、美しく純真な秀子に惹かれてゆ
き…。箱庭で繰り広げられる暴力と
愛憎を自在に操り、観客を混沌へと
誘う映像作家パク・チャヌクの野心作。

ぼくと魔法の言葉たち

2016 / アメリカ / 1h31

ロジャー・ロス・ウィリアムズ
オーウェン・サスカインド/ロン・サスカインド

©2016 A&E Television Networks, LLC. All Rights Reserved.

6/3 - 6/9

自閉症により２歳で言葉を失ったオー
ウェン。失意に暮れる両親は、ある日、
彼がもごもごと口にする意味不明の
言葉が『リトル・マーメイド』の台詞
であることに気づく。大好きなディ
ズニー・アニメを通じて言葉を取り
戻し、自立を勝ち取るまでの姿をユー
モラスに綴るドキュメンタリー。

ウィーナー
懲りない男の選挙ウォーズ

2016 / アメリカ / 1h36

ジョシュ・クリーグマン/エリース・スタインバーグ
アンソニー・ウィーナー/フーマ・アベディン

©2016 AWD FILM LLC, ALL RIGHTS RESERVED.

6/3 - 6/9

性的スキャンダルで辞職した元下院
議員アンソニー・ウィーナーが、起死
回生をかけてＮＹ市長選に出馬！
ところが密着ドキュメンタリーであ
る本作の撮影中、まさかの疑惑が浮
上し…。選挙戦を舞台に繰り広げら
れる悲喜こもごもの人間劇場。まさに
事実はフィクションよりも奇なり！

ブルーハーツが聴こえる

2017 / 日本 / 2h39

飯塚健/下山天/井口昇/清水崇/工藤伸一/李相日
尾野真千子/市原隼人/斎藤工/優香/永瀬正敏/豊川悦司

©TOTSU、Solid Feature、DAIZ、SHAIKER、 BBmedia、 geek sight

6/3 - 6/9

結成 30 周年記念！世代を超えて愛
されるブルーハーツの名曲が映画化!!

「ハンマー (48億のブルース )」「人
にやさしく」「ラブレター」「少年の詩」

「情熱の薔薇」「1001 のバイオリン」
を、李相日ら６人の個性派監督が自
由な解釈で描き上げた、豪華キャス
ト集結のオムニバスドラマ。

ナイスガイズ！

2016 / アメリカ / 1h56

シェーン・ブラック
ラッセル・クロウ / ライアン・ゴズリング

©2016 NICE GUYS, LLC

5/27 - 6/2

腕力自慢の示談屋と冴えない私立探
偵がひょんなことからコンビを結成
し、ある事件の捜査を開始。簡単に解
決するはずが、いつしか国家を揺るが
す陰謀に巻き込まれ、殺し屋から命を
狙われる羽目に。ラッセル・クロウ＆ラ
イアン・ゴズリング豪華競演の痛快
バディ・アクション・ムービー！

しゃぼん玉

2016 / 日本 / 1h48

東伸児
林遣都 / 市原悦子 / 藤井美菜 / 相島一之

©2016「しゃぼん玉」製作委員会

6/3 - 6/9

乃南アサ

通り魔や強盗を繰り返す青年・伊豆
見は、逃走中の山村で怪我をした老
婆を助け彼女の家に世話になること
に。金を盗んで逃げるつもりが、老婆
や村人たちの温かさに触れるうちに、
失いかけていた人間性を取り戻し
てゆく。宮崎県の大自然を舞台に
青年の心の旅路を描く感涙のドラマ。

©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 CG Cinema・Arte France Cinema・DetailFilm・Rhone-Alpes Cinema

EXILE HIRO

第89 回アカデミー賞
音響編集賞 受賞

劇場版 Free!
-Timeless Medley- 絆

2017 / 日本 / 時間未定　

おおじこうじ河浪栄作
島崎信長 / 鈴木達央 / 代永翼 / 平川大輔

©2017 おおじこうじ・京都アニメーション／岩鳶高校水泳部 TM 絆

5/20 -

水泳に青春をかける少年たちを描い
たテレビアニメ「Free!」に新たなエピ
ソードを加え二部作で劇場映画化。
水に特別な思いを抱く少年、七瀬遙。
ある事情により水泳から離れていた
が、真琴、渚、怜ら仲間と出会い再び
泳ぐことを決意する。そして、高校最
後の夏がやってくる。

BLAME! ブラム

2017 / 日本 / 1h45

弐瓶勉瀬下寛之
櫻井孝宏 / 花澤香菜 / 雨宮天 / 山路和弘

© 弐瓶勉・講談社／東亜重工動画制作局

6/3 - 6/16

テクノロジーが暴走した暗黒の近未
来。“駆除”の対象となった人類は絶
滅の危機に瀕していた。そんなある日、
とある村に探索者・霧亥（キリイ）が現
れる。彼はこの世界を正常化すると言
われる【ネット端末遺伝子】を持つ人
物を探していて…。弐瓶勉の伝説的
ＳＦ漫画が待望の映画化！

三島由紀夫

グレートウォール

2017 / 中国 - アメリカ / 1h43

チャン・イーモウ 
マット・デイモン / ジン・ティエン

©Universal Pictures

5/27 - 6/9

金と名声のために世界中を旅する傭
兵のウィリアム。万里の長城に辿り
着いた彼は、そこで強大な敵に対し
団結して挑む仲間と出会い、やがて
自身の戦う意味を見出していく。中国
が誇る巨匠チャン・イーモウとアメリカ
を代表する名優マット・デイモンによ
る米中合作のアクション超大作！

北川恵海

久石譲

ムーンライト

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

©2016 A24 Distribution, LLC

4/29 -

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。

第89 回アカデミー賞
作品賞／脚色賞／助演男優賞 受賞

2016 / アメリカ / 1h51

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


