
2017 / 日本 / 1h56
miwa/ 坂口健太郎 / 竜星涼 / 真野恵里菜
月川翔『黒崎くんの言いなりになんてならない』 伊藤ゴロー

一週間フレンズ。
2/18 -

君と100 回目の恋
©2017「君と 100 回目の恋」製作委員会

2/4 - 

ライブがうまくいかず落ち込む葵
海は事故にあってしまう。しかし、
気が付くと事故の１週間前にい
た！なんと幼なじみの陸は〈時
間を巻き戻せる〉という秘 密を
持っていたのだ。主人公達のバ

ンドの楽 曲は、主 演 miwa が葵
海として描き下ろした作品。歌姫と
一途男子に日本中が恋をする !

高校２年の祐樹は、惹かれてい
た同級生の香織に声をかけるが、
彼女には “７日間しか記憶がもた
ない ”という障害があった。それで
も交換日記を始めた２人の距離
は少しずつ縮まっていくが、香織

の過去を知る転入生が現れて…。
大人気コミックを実写化した、純
度 200％のピュア・ラブストーリー！

ドクター・ストレンジ
©2016 MARVEL

上映中

2016 / アメリカ / 1h55

スコット・デリクソン『エミリー・ローズ』
ベネディクト・カンバーバッチ / レイチェル・マクアダムス

マーベル最新作は史上最もミス
テリアスなヒーロー！不慮の事
故で両手の機能を奪われた天
才外科医の男が、失った栄光を
取り戻すため、時間と空間の概
念を超えた “ 魔術 ” の世界に足

を踏み入れる。注目の俳優ベネディ
クト・カンバーバッチ主 演で贈る
ファンタジック・アクション！

©2017 葉月抹茶／スクウェアエニックス・映画「一週間フレンズ。」製作委員会

2016 / イギリス - フランス - アメリカ 他 / 1h55

ジャスティン・カーゼル『マクベス』
マイケル・ファスベンダー『X-MEN』シリーズ

2017 / 日本 / 2h00

村上正典『電車男』
川口春奈 / 山﨑賢人 / 松尾太陽 / 上杉柊平

葉月抹茶

2016 / アメリカ / 2h42

マーティン・スコセッシ
アンドリュー・ガーフィールド / リーアム・ニーソン

遠藤周作

破門 ふたりのヤクビョーガミ

2017 / 日本 / 2h00

小林聖太郎『毎日かあさん』
佐々木蔵之介 / 横山裕 / 北川景子 / 矢本悠馬

©2017「破門 ふたりのヤクビョーガミ」製作委員会

上映中

黒川博行

強面ヤクザの桑 原と口だけ達者な
ぐーたらビンボーの二宮は、持ち逃げ
された映画製作資金を回収するため
関西、マカオを奔走する。追っていた
だけのはずが、なぜか組同士の大ト
ラブルへ発展してしまい…？生き残り
をかけた大勝負の行方は！？直木賞
受賞作「破門」が待望の映画化！

ドント・ブリーズ

2016 / アメリカ / 1h28

フェデ・アルバレス
ステファン・ラング / ジェーン・レヴィ

2/11 - 2/24

サム・ライミ

強盗目的で盲目の老人の屋敷に忍
び込んだ若者たち。簡単に金を奪っ
て逃げられるはずだった。しかし老人
はどんな物音も聴き逃さない超人的
な聴覚を持ち、侵入者を容赦なく惨
殺する殺人鬼だった！製作サム・ライ
ミが放つ、まさに息もできない緊張感
の未体験ショッキング・スリラー !!

ヒトラーの忘れもの

2015 / デンマーク - ドイツ / 1h41
ローラン・ムラ / ルイス・ホフマン

©2015 NORDISK FILM PRODUCTION A/S & AMUSEMENT PARK FILM GMBH & ZDF

2/18 - 3/3

第二次大戦後のデンマーク。ナチス
が埋めた200万個以上の地雷の撤
去に駆り出されたのは、15～18歳の
ドイツの少年兵たちだった。この残
酷な史実を題材に、敵同士であるデ
ンマーク人軍曹と、帰郷を夢見る少
年たちの間に芽生える絆を描く。人は
憎むべき敵を赦すことができるのか？

マーチン・サントフリート

僕らのごはんは明日で待ってる
©2017「僕らのごはんは明日で待ってる」製作委員会

2/18 - 3/3

瀬尾まいこのロングセラー恋愛小
説が映画化。ネガティブな亮太と
超ポジティブな小春。性格は正
反対だが惹かれ合っていく二人
を、高校から社会人までの７年間
を通して描いた青春ラブストー

リー。温かな感動が待つ原作の魅
力をそのままに、映画版では新たな
エンディングが待ち受ける。

17世紀の日本。キリスト教が禁じられ
たため棄教したとされる師を訪ねて、
２人の若き宣教師が日本にやってき
た。厳しい弾圧に耐えながら自らの
信仰心と向き合っていく彼らを通し、
人間の弱さ、そして大切なものは何か
を描く。遠藤周作の「沈黙」をスコ
セッシ監督が28年かけて映画化。

市井昌秀『箱入り息子の恋』
中島裕翔 / 新木優子 / 美山加恋 / 岡山天音

2017 / 日本 / 1h49

沈黙  - サイレンス -

©2016 FM Films, LLC. All Rights Reserved.

上映中

2016 / イギリス / 1h51

スティーヴン・フリアーズ
メリル・ストリープ / ヒュー・グラント

©2016 Pathe Productions Limited. All Rights Reserved

3/4 - 3/17

歌唱力の致命的な欠陥に気づかず
歌手になる夢を追い続けるフローレン
ス。夫は愛する妻を献身的に支えて
きたが、ある日、フローレンスはカーネ
ギーホールで歌うと言い出して…。今
なお語り継がれるステージの実話を
豪華共演で映画化。笑いと涙に包ま
れた奇跡の公演の結末やいかに。

マダム・フローレンス！
夢見るふたりダーティ・グランパ

2016 / アメリカ / 1h42

ダン・メイザー
ロバート・デ・ニーロ / ザック・エフロン

©2016DG LICENSING, LLC

3/4 - 3/10

祖母の訃報を受け帰郷した弁護士
のジェイソンは、傷心の祖父に連れら
れ旅に出た…はずが、なんと祖父は
40年ぶりの独身生 活をエンジョイ！
性格も年齢も違う二人の珍道中は一
体どうなってしまうのか。羽目を外しま
くる自由奔放な祖父をデ・ニーロが
演じた破天荒なバディ・コメディ！

2015 / イギリス / 1h42

ギャヴィン・フッド
ヘレン・ミレン / アーロン・ポール

©eOne Films (EITS) Limited

2/25 - 3/10

現代の戦争は会議室で起きている―。
英米の遠隔操作ドローンを駆使した
テロリスト殺害作戦で、民間人が巻
き添えに遭う可能性が浮上。現地か
ら数万キロ離れた指揮官たちはミサ
イル発射を強行しようとするが…。
戦争の実態を暴き、モラルを鋭く問
いかける衝撃の軍事サスペンス。

アイ・イン・ザ・スカイ
世界一安全な戦場 幸せなひとりぼっち

2015 / スウェーデン / 1h56

ハンネス・ホルム
ロルフ・ラスゴード / イーダ・エングヴォル

©Tre Vanner Produktion AB. All rights reserved.

3/4 - 3/10

妻に先立たれ、仕事もクビになった
偏屈な老人の隣家に、何かと騒がし
い一家が引っ越してくる。初めは疎ま
しく思っていたが、そんな一家との交
流は悲しみに暮れた孤独な彼の心
を少しずつ開かせていき…。ユーモア
とペーソスたっぷりに人生の幸せを
問う、スウェーデン発の人間ドラマ。

傷物語Ⅲ  冷血篇

2/25 - 3/10

〈Ⅱ熱血篇〉で羽川翼を人質に取られ
ながらも吸血鬼ハンターとの壮絶な戦
いに勝利し、キスショットの四肢を奪
還することに成功した阿良々木暦。吸
血鬼の眷属である暦は元の人間の体
に戻るはずだったが、それは悲劇の始
まりに過ぎなかった…。劇場版『物語』
シリーズ、狂気の最終章開幕。

© 西尾維新／講談社・アニプレックス・シャフト

2017 / 日本 / 1h23

尾石達也新房昭之
神谷浩史 / 坂本真綾 / 堀江由衣 / 櫻井孝宏

西尾維新

2016 / 韓国 / 1h52
リュ・スンボム / イ・ウォングン / イ・ウヌ

©2016 KIM Ki-duk Film. All Rights Reserved.

2/25 - 3/3

舟が故障し国境を越えてしまった北
朝鮮の漁師チョルは、スパイ容疑で
韓国の警察に拘束されてしまう。非
情な取り調べを耐え抜くが、さらなる
苛酷な運命に翻弄されていき…。朝
鮮半島の分断がもたらした悲哀と、
そこから生まれた現代社会の闇を直
視するキム・ギドク監督渾身の１本。

ミス・シェパードをお手本に

2015 / イギリス / 1h44

ニコラス・ハイトナー
マギー・スミス / アレックス・ジェニングス

©2015 Van Productions Limited, British Broadcasting Corporation and TriStar Pictures,Inc. 
All Rights Reserved.

2/18 - 3/3

自由気ままな車上生活を送る風変わ
りな老婦人、ミス・シェパード。路上
駐車を見かねた劇作家のベネットが
自宅の駐車場を提供したことから、２
人の奇妙な共同生活が始まるが…。
高飛車で偏屈だけど不思議な魅力
にあふれたレディを、大女優マギー・
スミスが茶目っ気たっぷりに演じる。

The NET 網に囚われた男

MILES AHEAD
マイルス・デイヴィス 空白の５年間ブルーに生まれついて

2015 / アメリカ - カナダ - イギリス/ 1h37
イーサン・ホーク/カルメン・イジョゴ

©2015 BTB Blue Productions Ltd / BTBB Productions SPV Limited. ALL RIGHTS 
RESERVED.

2/11 - 2/24

ロバート・バドロー

1950年代、黒人アーティストが主流
のジャズ界で一世を風靡したチェッ
ト・ベイカー。麻薬に溺れどん底ま
で転落するも、一人の女性と出会い
再生への道を歩み出す。比類なき
哀切の響きで聴衆を魅了したトラン
ペット奏 者に新たな息吹を与えた
イーサン・ホーク入魂の演技は必見！

2/25 - 3/10

新たな音楽を生み出し続けたジャ
ズの帝王マイルス・デイヴィスにも、
表舞台から姿を消した時期があっ
た。主演・監督・脚本・製作を務
めたドン・チードルが、史実と想像
を織り交ぜながらマイルスの空白の
５年間に迫る。超一流ミュージシャ
ンが集ったライブシーンも必見！

2015 / アメリカ / 1h41
ユアン・マクレガー/エマヤツィ・コーリナルディ

ドン・チードル

キム・ギドク

セルフレス 覚醒した記憶 

©2015 Focus Features LLC, and Shedding Distribution, LLC.

2/18 - 3/3

死期が間近に迫ったニューヨークの
大富豪が、遺伝子操作で作り出さ
れた肉体に自分の頭脳を転送し、若
い別人に生まれ変わった。しかしその
肉体には彼の知らない秘密があっ
て…。『デッドプール』で新時 代アク
ションスターの座を不動にしたライア
ン・レイノルズの最新ＳＦアクション！

2015 / アメリカ / 1h57

ターセム・シン
ライアン・レイノルズ / ベン・キングズレー

2016 / 日本 / 1h59
杏 / 黒島結菜 / 坂口健太郎 / 笹野高史

オケ老人！
©「オケ老人！」製作委員会

2/25 - 3/10

細川徹 荒木源

高校教師の千鶴は、エリート楽団
に入団しバイオリン演奏をするはず
が、間違って老人だらけの楽団へ
入団してしまう。しかも指揮棒を振
るはめに…。運命のいたずらによっ
て出会った老人たちとの出会いや
衝突、成長を笑いと感動で届ける、
クラシック音楽エンタテインメント！

マイ・ベスト・フレンド

2015 / アメリカ / 1h55

キャサリン・ハードウィック
ドリュー・バリモア / トニ・コレット

©2015 S FILMS（MYA） LIMITED

2/25 - 3/10

幼い頃から互いの全てを知っている
大親友のミリーとジェス。不妊治療
を続けてきたジェスがようやく子供
を授かったとき、ミリーは乳がんの告
知を受けてしまう。ドリュー・バリモ
アとトニ・コレットの相性が抜群！
人生の岐路に立たされた女性の本
音を等身大で描いた感動作！

手紙は憶えている

2015 / カナダ - ドイツ / 1h35

アトム・エゴヤン
クリストファー・プラマー/マーティン・ランドー

©2014, Remember Productions Inc.

2/25 - 3/3

認知症に苦しむ 90歳のゼヴに託され
た一通の手紙。そこには 70年前に家
族を殺したナチス兵の手掛かりが書か
れていた。最愛の妻の死すら忘れてし
まう記憶障害の老人による、壮絶な
復讐の旅が始まる―。異才エゴヤン
監督が名だたる老優たちを迎えて放
つ、衝撃のナチハント・サスペンス。

2015 / ドイツ / 1h45

ラース・クラウメ
ブルクハルト・クラウスナー / ロナルト・ツェアフェルト

©2015 zero one film / TERZ Film

3/4 - 3/10

1950 年代ドイツ。検事長フリッツ・
バウアーのもとに、アドルフ・アイヒマ
ンの潜伏に関する手紙が届く。だが
国内の捜査機関にはナチス残党が
巣食っており、バウアーは孤立無援
の闘いを強いられてゆく。過去と向き
合う必要性を説き、アイヒマン捕獲
に執念を燃やした男の実録ドラマ。

アイヒマンを追え！
ナチスがもっとも畏れた男 弁護人

2013 / 韓国 / 2h07

ヤン・ウソク
ソン・ガンホ / イム・シワン

©2013 Next Entertainment World Inc. & Withus Film Co. Ltd. All Rights Reserved.

3/4 - 3/10

実在の事件をモチーフにした社会派
ヒューマンドラマ。80 年代、軍事政
権下の韓国。民主化運動弾圧を進
める公安当局によって不当逮捕された
若者を救うため、青年弁護士が国家
を相手に立ち向かうが…。弁護士時
代のノ・ムヒョン元大統領をモデルにし
た主人公をソン・ガンホが熱演する。

華麗なるリベンジ

2015 / 韓国 / 2h06

イ・イルヒョン
ファン・ジョンミン / カン・ドンウォン

©2016 SHOWBOX, MOONLIGHT FILM AND SANAI PICTURES CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.

2/25 - 3/3

罠にはまって逮 捕された熱血検事
ジェウクは、イケメン詐欺師のチウォ
ンと手を組むことに。ちょこっと細工し
て彼を出所させ、ジェウクが塀の中で
練った作戦を実行させていく。ありえ
ないコンビが巨悪へのリベンジに挑
む！軽妙でありながら権力社会の闇
に鋭く斬り込む痛快バディムービー！

2016 / アメリカ / 2h07

ティム・バートン
エヴァ・グリーン / エイサ・バターフィールド

©2016 Twentieth Century Fox Film Corporation.

2/3 - 

森の奥で古い屋敷を見つけた孤独
な少年ジェイク。そこでは美しく厳格
な女性ペレグリンと風変わりな子ど
もたちが暮らしていた。彼らと夢のよ
うな時間を過ごしたジェイクは、自
らに宿ったある力に気づくが…。ティ
ム・バートン監督の豊かな想像力
が結集したダークファンタジー。

ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち
©2016 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved

3/3 -

全世界で圧倒的な人気を誇るゲー
ムが映画化！記憶を失った死刑囚の
男が、遺伝子操作によって祖先のア
サシン（暗殺者）としての記憶を追体
験し、ルネサンス期のスペインでテン
プル騎士団に立ち向かう！現在と過
去を行き来して描かれる、数 世紀に
わたる壮大なミステリーアクション！

アサシン クリード

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


