
劇場版 黒子のバスケ
LAST GAME

2017 / 日本 / 1h30

多田俊介
小野賢章 / 小野友樹 / 木村良平 / 小野大輔

© 藤巻忠俊／集英社・劇場版「黒子のバスケ」製作委員会

上映中

藤巻忠俊

TVアニメ、映画、舞台など様々なジャ
ンルで人気の『黒子のバスケ』。その
続編『EXTRAGAME』に原作者が描
き下ろした新エピソードを加え、完全
版として映画化！２年生になった黒子
テツヤと火神大我、そして「キセキの
世代」が最強のドリームチームを結
成し、アメリカの強豪チームと対決 !!

ひるなかの流星

2017 / 日本 / 1h58

新城毅彦
永野芽郁 / 三浦翔平 / 白濱亜嵐 / 山本舞香

©2017 フジテレビジョン 東宝 集英社 © やまもり三香／集英社

上映中

やまもり三香

田舎育ちの女子高生・与謝野すずめ
は、上京初日に迷子になっていたのを
助けてくれた担任教師・獅子尾に恋
をする。そんななか、すずめはクラスで
隣の席に座る“女子が苦手”なはずの
馬村から告白されて…。大人気コミッ
クを映画化！誰もが経験する「初恋」
のすべてが詰まったラブストーリー！

2016 / アメリカ / 1h56

モルテン・ティルドゥム
ジェニファー・ローレンス/クリス・プラット

ひるね姫 
～知らないワタシの物語～

2017 / 日本 / 1h50

神山健治
高畑充希 / 満島真之介 / 古田新太 / 釘宮理恵

©2017 ひるね姫製作委員会

上映中

父親と二人暮らしをしている平凡な
女子高生ココネ。唯一得意なことは
昼寝をすること。そんな彼女の父親
がある日突然逮捕されてしまう。原因
を探るうち、その鍵が昼寝でいつも見
る不思議な夢にあることに気付く。
昨年から続く上質なアニメ作品の系
譜に連なるオリジナルファンタジー。

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

パッセンジャー
上映中

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

4/7 -

宇宙でたった２人だけという大胆
かつ壮絶な設定を、今最も旬な
２大スター競演で描いたS Fロ
マン。20XX年、新たな居住地を
目指し地球を後にした宇宙船ア
ヴァロン号。乗客 5000人は目的

地までの120年間を冬眠装置で眠る
はずだったが、なぜか２人の男女だけ
が90年も早く目覚めてしまい…。

1986 年インド。5 歳の少年サルー
は、仕事を探しにでかけたカルカッ
タ市内の電車の中で兄とはぐれ
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―。
それから25 年後、おぼろげな記

憶とGoogle Earthを頼りに故郷を
探そうとする試みを始めるのだった。
アカデミー賞ノミネートの感動作。

SING ／シング
©2016 UNIVERSAL STUDIOS

上映中

動物だけが暮らす世界で、オンボロ劇
場支配人のコアラが復活を賭けて歌
唱オーディションを開催！ゾウ、ゴリ
ラ、ヤマアラシ、ブタ、ネズミ…様々な
動物たちが人生を変えるため参加す
ることに！レディー・ガガやザ・ビート
ルズなど65曲以上のヒットソングが
彩る『ミニオンズ』スタッフ最新作！

2016 / アメリカ / 1h48

ガース・ジェニングス
内村光良 / 長澤まさみ / 大橋卓弥 / 斎藤司

モアナと伝説の海

2016 / アメリカ / 1h47

ジョン・マスカー / ロン・クレメンツ 
屋比久知奈 / 夏木マリ / 尾上松也 / ROLLY

©2016 Disney. All Rights Reserved.

上映中

生まれつき海を愛する船乗りの勇敢
な少女、モアナ。幼い頃の“ある体験 ”
をきっかけに海に選ばれた彼女は伝
説の島を見つけてくれるよう一族か
ら頼まれ、旅に出ます。それは想像で
きない神秘に満ちた冒険の始まり
でした。ディズニー最新作は南の島
を舞台に贈る感動のファンタジー。

ジャッキー ／ファーストレディ 最後の使命

©2016 Jackie Productions Limited

3/31 -

2016 / アメリカ-チリ-フランス / 1h39

パブロ・ラライン
ナタリー・ポートマン/ピーター・サースガード

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。

ゴースト・イン・ザ・シェル
©MMXVI Paramount Pictures and Storyteller Distribution Co. All rights Reserved.

4/7 -

2017 / アメリカ / 2h00 予定

ルパート・サンダース
スカーレット・ヨハンソン / ビートたけし

士郎正宗

押井守のアニメ映画などで知ら
れ、世界的人気を誇る SF 漫画

「 攻 殻 機 動 隊」がついに実 写
化！脳だけを残し機械の体を持
つ主人公が、サイバーテロ事件
の捜査をきっかけに自らの存在

を揺るがす過去の記憶を取り戻して
いく―。ハリウッドならではの圧巻の
映像美と超絶アクションは必見！

T２ トレインスポッティング
4/8 -

2017 / イギリス / 1h57　

ダニー・ボイル
ユアン・マクレガー / ユエン・ブレムナー

90年代に社会現象を巻き起こ
した前作から20年、大金を持ち
逃げしたマーク・レントンがエ
ジンバラに舞い戻ってきた。もの
分かりのよい大人になれず荒ん
だ人生を疾走する彼らの再会、

そして選ぶ未来とは。ダニー・ボ
イル監督、ユアンらキャストの続
投も嬉しいファン待望の続編！

マリアンヌ

2016 / アメリカ / 2h04

ロバート・ゼメキス
ブラッド・ピット / マリオン・コティヤール

©2016 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

4/8 - 4/21

連合国軍の極秘作戦に参加し、戦後
にロンドンで再会した諜報員のマッ
クスとレジスタンスのマリアンヌ。
二人の間には愛が芽生え穏やかな
結婚生活を手に入れるが、マリアン
ヌに「ある疑惑」が浮上する。過酷
な運命の前に愛を試される男女をス
リリングに描いたラブストーリー。

ネオン・デーモン

2016 / アメリカ -フランス他 / 1h58

ニコラス・ウィンディング・レフン
エル・ファニング / キアヌ・リーヴス

©2016, Space Rocket, Gaumont, Wild Bunch

4/22 - 4/28

トップモデルを夢見て都会へ出た16
歳のジェシーは、すぐにデザイナーや
カメラマンの心を掴む。そんな彼女に
ライバルたちは異常な嫉妬心を燃や
すが、やがてジェシーに眠る巨大な
野心が目覚め…。美に取りつかれた
現代人の悪夢を、卓越した映像美と
音で挑発するレフン監督最新作。

キングコング 髑髏島の巨神

2017 / アメリカ / 1h58

ジョーダン・ボート＝ロバーツ
トム・ヒドルストン / ブリー・ラーソン

©2016 WARNER BROS.ENTERTAINMENT INC., LEGENDARY PICTURES PRODUCTIONS, 
LLC AND PATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC.

上映中

神話として語られてきた髑髏島の実
在が判明し、未知の生物の探索を目
的とした遠征隊が派遣される。あち
こちに散らばった骸骨や、巨大な手
形を発見する隊員たち。そしてつい
に、巨大な生物が姿を現した！トム・
ヒドルストン主演でキングコング誕
生の起源を描くアクション超大作！

PとJK

2017 / 日本 / 2h04

廣木隆一
亀梨和也 / 土屋太鳳 / 高杉真宙 / 玉城ティナ

©2017「PとJK」製作委員会

上映中

三次マキ

仕事にまじめな警察官（P）とピュア
でまっすぐな女子高生（JK）が恋をし
た！そんな二人が一緒にいる方法は
ただひとつ…「結婚しよう！」まわりに
は絶対内緒の二人の結婚生活が始
まる!! 大人気コミックが待望の実写
化。K（亀梨和也）とTT（土屋太鳳）
で贈る超絶ピュアラブストーリー！

サクラダリセット 前篇

2017 / 日本 / 1h43

深川栄洋
野村周平 / 黒島結菜 / 平祐奈 / 加賀まりこ

©2017 映画「サクラダリセット」製作委員会

上映中

河野裕

住民の半数が特殊能力を持つ街サク
ラダ。「記憶保持」の能力を持つ高校
生の浅井ケイは、３日分の時間を巻
き戻せる「リセット」の能力を持つ春
崎美空とともに、２年前に死亡した同
級生の蘇生を試みるが…。河野裕の
青春ミステリー小説をイマジネーショ
ン豊かに二部作で映画化。 第73回ヴェネツィア国際映画祭 

脚本賞受賞

レゴ® バットマン ザ・ムービー

2017 / アメリカ / 1h45

クリス・マッケイ
山寺宏一 / 小島よしお / オカリナ / ゆいP

©The LEGO Group.TM & ©DC Comics.©2016 Warner Bros. Ent.

4/1 -

世界中で大人気のスーパーヒーロー
「バットマン」がレゴ®になった！カ
ラフルで楽しいブロックの世界で繰
り広げられるアクションとギャグ満
載の大冒険！宿敵ジョーカーの魔
の手からゴッサムシティを守るため、
一匹狼のバットマンが仲間たちと力
を合わせて悪に立ち向かう!!

夜は短し歩けよ乙女

2017 / 日本 / 1h40 予定

湯浅政明
星野源 / 花澤香菜 / 神谷浩史 / 秋山竜次

© 森見登美彦・KADOKAWA ／ナカメの会

4/7 -

森見登美彦

京都の街を舞台に、冴えない主人公
“先輩”が、想いを寄せる “黒髪の乙
女”の目に留まろうと日々奮闘する
恋愛ファンタジー。“先輩”役は星野
源。文化庁メディア芸術祭大賞を受
賞した「四畳半神話大系」スタッフ
が再集結し、会話の端々や映像に
センスが光る注目作に仕上げた。

©2017 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

4/15 -

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 予定

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） ReLIFE リライフ

2017 / 日本 / 1h59

古澤健
中川大志 / 平祐奈 /高杉真宙 /池田エライザ

©2017「ReLIFE」製作委員会　© 夜宵草 /comico

4/15 -

夜宵草

27歳のニート・海崎新太は、“リライ
フ研究所 ”の被験者に選ばれ「見た
目が 10 歳若返る薬」を飲んで 1 年
間高校生活を送ることに。少しコミュ
障な日代千鶴に恋をし、仲間たちと絆
を深める海崎だったが、1 年後には
彼らの記憶から消えてしまう契約…。
一方、日代にも秘密があって…。

ワイルド・スピード
I C E  B R E A K

©Universal Pictures

4/28 -

人気カーアクションシリーズ最新作。
今回はついに北極にまで降り立ち
想像を絶する氷河チェイスを展開
する。シャーリーズ・セロン、ヘレン・
ミレンといった豪華キャストも参戦し、
裏切りによるファミリーの崩壊、宿敵
との共闘など、シリーズ史上最大の
スケールで物語が加速する！！

2017 / アメリカ / 時間未定

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

無限の住人

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／講談社 ©2017 映画「無限の住人」製作委員会

4/29 -

沙村広明

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！

バーニング・オーシャン

2016 / アメリカ / 1h47

ピーター・バーグ
マーク・ウォールバーグ/カート・ラッセル

4/21 -

2010年にメキシコ湾沖の石油掘削施
設で起きた史上最悪の原油流出事故
を映画化！当時、最先端テクノロジー
搭載と言われた施設の内部で何が
起こったのか…。その疑問と真実を
大災害の恐ろしさばかりではなく、
人災でもあった事故の裏側を交えて
映像化した海洋スペクタクル大作！

©2016 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.

帝一の國

2017 / 日本 / 1h58 予定

いずみ吉紘永井聡
菅田将暉 / 野村周平 / 竹内涼真 / 間宮祥太朗

©2017 フジテレビジョン 集英社 東宝 ©古屋兎丸／集英社

4/29 -

古屋兎丸

全国屈指のエリート学生達が通う、超
名門・海帝高校。新一年生･赤場帝一
の夢は｢総理大臣になって、自分の国
を作る｣こと。その夢を実現するために
は、海帝高校の生徒会長になることが
絶対条件。｢生徒会長に、僕は、なるッ!
どんなことをしてでも、なってやるッ! ｣
野心みなぎる学園政権闘争コメディ!

映画かみさまみならいヒミツのここたま 
奇跡をおこせ！テップルとドキドキここたま界

2017 / 日本 / 時間未定

土屋理敬新田典生
本渡楓/潘めぐみ/伊瀬茉莉也 /木下優樹菜

©2017 映画ここたま製作委員会 /©2017BANDAI/©BANDAI,WiZ

4/28 -

おもちゃシリーズと連動したテレビアニ
メが映画化！人間が大切にしたモノ
への想いから生まれたかみさま「ここ
たま」。小学生のこころとここたまたち
は、一人前のここたましか行けない「こ
こたま界」へ！しかし、彼らが招かれ
たのには特別な理由が…。ここたま
界と人間界を救う大冒険が始まる！

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。育児放棄され、
学校ではいじめられている少年が、心
の支えである男友達に特別な好意を抱
くように。その想いは誰にも打ち明けら
れずにいたが…。主人公の成長を３つ
の時代にわたって描き、胸の張り裂け
るような感動が押し寄せる愛の名作。

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


