
ワンダーウーマン
©2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC

上映中

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！

英勉『ヒロイン失格』
土屋太鳳/間宮祥太朗/高杉真宙/池田エライザ

中村航

トリガール！
©2017「トリガール！」製作委員会

9/1 -

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
学生の知られざる汗と涙と努力の
日々を軽妙に描いた中村航の青
春部活小説が映画化！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
ばす、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！！

HiGH&LOW THE MOVIE２
END OF SKY

©2017「HiGH&LOW」製作委員会

上映中

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 / 2h04

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

レイルロード・タイガー

2016 / 中国 / 2h04

ディン・シェン『ポリス・ストーリー   レジェンド』
ジャッキー・チェン/ホアン・ズータオ/池内博之

9/30 - 10/13

ジャッキー最新作は、普通の男たちが
超重大ミッションに巻き込まれてし
まう痛快鉄道アクション・コメディ！
1941年、中国。鉄道内で日本軍の物
資を盗み出す“レイルロード・タイガー
ス”と呼ばれる男たちがいた。しかし
ある日、負傷兵を助けたことから、橋
の爆破計画に挑むことになり…!?

関ヶ原
©2017 「関ヶ原」製作委員会

上映中

2017 / 日本 / 2h29

原田眞人 『駆込み女と駆出し男』『日本のいちばん長い日』
岡田准一 / 役所広司 / 有村架純 / 平岳大

司馬遼太郎の名作「関ケ原」初
の完全映画化！権諜渦巻く中で正
義を信じ愛を貫く“ 純粋過ぎる武
将 ” 石田三成。天下取りを目論む
徳川家康との戦い、そして命懸け
で三成を守る忍び・初芽との恋の

行方は !? 史上最大の合戦に向かう
武将たち、女たちの秘めた想い、誰
も知らない真実が明かされる！

打ち上げ花火、下から見るか？横から見るか？
©2017「打ち上げ花火、下から見るか？横から見るか？」製作委員会

上映中

2017 / 日本 / 1h26

大根仁 武内宣之 
広瀬すず / 菅田将暉 / 宮野真守 / 松たか子

岩井俊二 

夏の象徴“花火”をモチーフに、
夏休みのある１日が繰り返され
る不思議な世界のなか、少年少
女の瑞 し々い青春と淡い恋が描
かれる。岩井俊二による同名ドラ
マを原作に、大根仁×新房昭之

という奇跡のコラボで贈る、昨年の
『君の名は。』同様、この夏を締めく
くる傑作アニメーション！

新房昭之 

エイリアン：コヴェナント
©2017 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved

9/15 -

大規模な宇宙への移住計画のた
め、地球を旅立った移住船コヴェ
ナント号に大事故が発生。奇妙な
電波を受信したクルーは、発信元
の地球に似た謎の惑星に不時着。
一見そこは宇宙の楽園にも思える

星だったが ･･･。創造者リドリー・ス
コット監督自らが解き明かす“エイリ
アン誕生”の想像を絶する真実！

2017 / アメリカ / 2h02

リドリー・スコット『オデッセイ』
マイケル・ファスベンダー/キャサリン・ウォーターストン

2017 / 日本 / 1h02
戸田恵子 / 中尾隆聖 / 多部未華子 / キャイ～ン
矢野博之 やなせたかし

それいけ！アンパンマン ブルブルの宝探し大冒険！

© やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV © やなせたかし／アンパンマン製作委員会 2017

9/16 - 9/29

ライオンの男の子ブルブルは、お
父さんから渡された宝の地図を
持って旅に出た。強がっているけ
れど怖がりなブルブルをアンパン
マンたちは手伝うことになるが、
宝物を横取りしようとバイキンマ

ンもやってくる。アンパンマンたちと
一緒に楽しい冒険の旅に出よう！
※劇場内明るめ&音量控えめでの上映

2017 / 日本 / 2h09

廣木隆一『彼女の人生は間違いじゃない』
山田涼介/西田敏行/尾野真千子/村上虹郎

ナミヤ雑貨店の奇蹟
©2017「ナミヤ雑貨店の奇蹟」製作委員会

9/23 -

東野圭吾作品史上、最も泣ける感
動作が映画化！一軒の廃屋「ナミ
ヤ雑貨店」に忍び込んだ幼馴染の
青年３人のもとに、32年前に書か
れた悩み相談の手紙が届く。彼ら
は戸惑いながらも、当時の店主に

代わり返事を書くことに。隠された繋
がりが明らかになる時、思いもよらな
い感動と衝撃のラストが待ち受ける。

花戦さ
©2017「花戦さ」製作委員会

9/2 - 9/15

亜人
©2017 映画「亜人」製作委員会 ©桜井画門／講談社

9/30 -

昼顔
©2017 フジテレビジョン　東宝 FNS27 社

9/16 - 9/29

【亜人】…それは絶対に死なない、
姿形は人間と変わらない新人類。
研修医の永井圭は交通事故によ
り亜人と判明し、亜人VS国家、
亜人VS亜人との戦いに巻き込ま
れてゆく…。『踊る大捜査線』の

本広克行監督×佐藤健×『るろうに
剣心』アクションチームが魅せる亜
人達のエンドレス･リピート･バトル！

互いに家庭を持つ身でありなが
ら惹かれ合い、一線を越えてし
まった紗和と裕一郎。関係が明る
みになり別れを余儀なくされてか
ら三年。再びめぐりあった二人は
かつての愛を振り切れずに逢瀬

を重ねていくが…。社会現象となっ
た“昼顔”衝撃の結末！運命の歯車
が再び動き出す―。

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。

マンチェスター・バイ・ザ・シー
©2016 K Films Manchester LLC. All Rights Reserved.

9/23 - 10/6

兄の死をきっかけに故郷へ戻っ
てきた男が、遺言により16歳の甥
の後見人となることを託される。
二度と帰るつもりのなかった町で、
過去の悲劇と向き合わざるをえ
なくなった男をケイシー・アフレッ

クが繊細に演じ、アカデミー主演男
優賞に輝いた珠玉の人間ドラマ。

2017 / 日本 / 1h49

本広克行
佐藤健 / 玉山鉄二 / 城田優 / 綾野剛

桜井画門

2017 / 日本 / 2h05

井上由美子西谷弘『容疑者Xの献身』
上戸彩/斎藤工/伊藤歩/平山浩行

2017 / 日本 / 2h07

篠原哲雄『小川の辺』
野村萬斎/市川猿之助/佐藤浩市/中井貴一

鬼塚忠

2016 / アメリカ / 2h17

ケネス・ロナーガン
ケイシー・アフレック/ミシェル・ウィリアムズ

マット・デイモン/クリス・ムーア

第 89 回アカデミー賞
主演男優賞／脚本賞 受賞

2017 / 日本 / 1h38

2016 / アメリカ / 1h55

ジョン・リー・ハンコック
マイケル・キートン / ニック・オファーマン

マイ  ビューティフル  ガーデン

2016 / イギリス / 1h32

サイモン・アバウド
ジェシカ・ブラウン・フィンドレイ/トム・ウィルキンソン

©This Beautiful Fantastic UK Ltd 2016

9/30 - 10/13

不器用で引っ込み思案のベラ。植物
恐怖症でもある彼女は庭を荒れ放
題にしていたため、アパートの退去を
勧告されてしまう。困り果てて偏屈な
園芸家の隣人に助けを求めるが…。
庭を愛することは人生を愛すること。
ガーデニングの本場イギリスから届
いた心温まるヒューマンドラマ。

ベイビー・ドライバー

2017 / アメリカ / 1h53
アンセル・エルゴート / リリー・ジェームズ

9/30 - 10/13

エドガー・ライト『ホット・ファズ』

日頃から耳鳴りに悩むベイビーは、
音楽を聴くことで覚醒し天才的なド
ライバーに変貌する。闇の組織の運
転手として働いていたが、恋人の存
在を組織に知られてしまい…。ギア
チェンジ、車の排気音、銃撃音、クラッ
シュまでもが “音楽”とシンクロする
カーチェイス・シーンは必見！

©2017 Sony Pictures Digital Productions Inc. All rights reserved.©2017 TRISTAR PICTURES, INC. ALL RIGHTS RESERVED

2017 / 日本 / 1h45

松谷光絵
ターシャ・テューダー / セス・テューダー

鈴木ゆかり

ターシャ・テューダー  静かな水の物語

©Richard W Brown

9/23 - 10/6

92歳までバーモントの山奥で創
作を続けながら、自然に寄り添う
人生哲学を貫いた絵本作家ター
シャ・テューダー。10年にわたり
撮影されたドキュメンタリーに、
未公開の秘蔵映像を加え、完全版

として甦る。スローライフの母から
忙しすぎる現代人へ贈られた、人生
を豊かにする心に染みるヒント。

ファウンダー  ハンバーガー帝国のヒミツ

©2016 Speedee Distribution, LLC. All Rights RESERVED  

9/23 - 10/6

1954年、シェイクミキサーのセー
ルスマン、レイ・クロックは、ディッ
ク＆マック兄弟の経営するハン
バーガー店「マクドナルド」に出
会う。利益を追求するクロックと
兄弟の関係は次第に悪化し、全

面対決へと突き進んでいく…。誰も
が知っているマクドナルドの、誰も
知らない誕生のウラが暴かれる！

©2016 BEIJING SPARKLE ROLL MEDIA CORPORATION SHANGHAI FILM GROUP CO., LTD. 
BEIJING GOING ZOOM MEDIA CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

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


