
一週間フレンズ。

2017 / 日本 / 2h00

泉澤陽子村上正典
川口春奈 / 山﨑賢人 / 松尾太陽 / 上杉柊平

©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

上映中

葉月抹茶

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！

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

©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

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！

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

MILES AHEAD
マイルス・デイヴィス 空白の５年間

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

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

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。

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！

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。

2016 / イギリス / 1h51

スティーヴン・フリアーズ『クィーン』
メリル・ストリープ / ヒュー・グラント

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

チア☆ダン 
女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話

©2017 映画「チア☆ダン」製作委員会

3/11 -

福井県の商業高校のチアリー
ダー部が全米チアダンス選手権
大会で優勝した—。この奇跡の
ような実話をもとに、軽い気持ち
で入部したフツーの女の子が鬼
教官のもとチームの支えによっ

て成長し、たった３年で全米大会制
覇をする。誰も観たことのない青春
ミラクルストーリー！

本能寺ホテル
©2017 フジテレビジョン 東宝 ホリプロ

3/4 - 3/24

2017 / 日本 / 1h57

鈴木雅之『プリンセストヨトミ』
綾瀬はるか / 堤真一 / 濵田岳 / 田口浩正

ふとしたきっかけで京都路地裏
の “ 本能寺ホテル” へ宿泊する
ことになった繭子。中を散策する
うち、彼女はいつの間にか奇妙
な寺へと迷い込む。そこはなん
と1582年、信長の討たれる前

夜の本能寺だった…！『プリンセス
トヨトミ』一行が再集結し描く、一
大歴史エンターテインメント！

2017 / 日本 / 2h01

河合勇人『鈴木先生』『俺物語!!』
広瀬すず / 中条あやみ / 山崎紘菜 / 天海祐希

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

3/25 -

河野裕

｢記憶保持｣ 能力を持つ高校生、浅
井ケイは、｢リセット｣の能力を持つ
春埼美空と共に、２年前に死んだ、
相麻菫をよみがえらせるため、様々
な能力を組み合わせた作戦に挑む。
時制が錯綜する緊迫のミステリーで
あると同時に、刹那のときめきと哀し
みが胸打つ青春ラブストーリー。

PとJK

2017 / 日本 / 2h04

廣木隆一『ストロボ・エッジ』
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

3/25 -

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）
で贈る超絶ラブストーリー！

パッセンジャー

2016 / アメリカ / 1h56

モルテン・ティルドゥム『イミテーション・ゲーム』
ジェニファー・ローレンス/クリス・プラット

3/24 -

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SF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…。

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

王様のためのホログラム

2016 / アメリカ / 1h38

トム・ティクヴァ『ラン・ローラ・ラン』
トム・ハンクス / アレクサンダー・ブラック

©2016 HOLOGRAM FOR THE KING LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

3/11 - 3/24

解雇により全てを失いIT業界へ転
職したアラン。3Dホログラムを売り
込むためサウジアラビアに向かうが、
彼を待っていたのはWi-Fiもなけれ
ばエアコンもない異文化の嵐だった。
トム・ハンクス絶賛のベストセラー
小説を自身の主演で映画化した、迷
える全ての人を応援する人生讃歌！

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

4/1 -

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『LEGO®ムービー』
山寺宏一 / 小島よしお / オカリナ / ゆいP

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!!

スノーデン

2016 / アメリカ-ドイツ-フランス/ 2h15

オリバー・ストーン
ジョセフ・ゴードン＝レヴィット / シャイリーン・ウッドリー

©2016 SACHA, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

3/11 - 3/24

アメリカ政府が秘密裏に構築したプ
ログラムにより、世界中のメールや通
話は監視されている。元CIA職員エ
ドワード・スノーデンの内部告発は
世界を震撼させた。国を愛する彼は
なぜ命がけの告発に踏み切ったのか。
社会派の巨匠オリバー・ストーン監
督がその苦悩と葛藤に肉薄する。

ノーマ東京
世界一のレストランが日本にやって来た

2016 / オランダ / 1h32

モーリス・デッカーズ
レネ・レゼピ /「ノーマ」スタッフ

©2015 BlazHoffski / Dahl TV. All Rights Reserved.

3/11 - 3/17

天才シェフのレネ・レゼピが率いる
世界一に４度輝いたデンマークのレ
ストラン「ノーマ」が期間限定で東京
に出店！彼らが追い求めるのは、日
本各地の地元産食材を使い、日本だ
からこそ味わえる究極の一皿。その
独創的な料理が生まれる過程に密着
した驚きの美食ドキュメンタリー！

キングコング 髑髏島の巨神

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

3/25 -

未知の生物を探索する調査隊が
派遣されたのは、幻の存在とさ
れてきた髑髏島。骸骨が散らば
り、巨大な手跡が残る不気味な
島で彼らの前に現れたのは島の
巨神＝キングコング！隊員は為

す術もなく、巨大生物から逃げ惑う
のだが…。巨大なる絶対王者の暴
走アドベンチャー超大作！

オケ老人！
©「オケ老人！」製作委員会

2/25 - 3/10

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！

マダム・フローレンス！ 夢見るふたり

©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。

人生フルーツ
© 東海テレビ放送

3/11 - 3/24

『ヤクザと憲法』『死刑弁護人』
など、多くの良質なドキュメンタ
リーを製作する東海テレビの劇
場最新作。ニュータウンの一隅
で雑木林を育て、その自然の恵
みを享けながら暮らす老建築家

夫妻の温かな愛に満ちた日常を映
し出す。本当の豊かさとは何か、深
い思索に心地よく誘われる。

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

細川徹『ぱいかじ南海作戦』 荒木源

津端修一 / 津端英子
2016 / 日本 / 1h31

ナレーション：樹木希林伏原健之

2016 / 日本 / 時間未定

吉野弘幸阿部記之
小野大輔 / 坂本真綾 / 田村ゆかり / 諏訪部順一

©Yana Toboso/SQUARE ENIX, Project Atlantic

3/11 - 3/24

枢やな

英国女王から裏仕事を請け負う名門
貴族ファントムハイヴ家の若き当主シ
エルと執事のセバスチャン。死者蘇
生の噂を耳にした２人は、調査のため
豪華客船カンパニア号に乗り込むの
だが…。枢やな原作のダーク・ファン
タジー「黒執事」の人気エピソード「豪
華客船編」がついに劇場アニメ化！

黒執事 Book of the Atlantic

2017 / アメリカ / 1h58

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


