
ピーチガール

2017 / 日本 / 1h56

神徳幸治
山本美月 / 伊野尾慧 / 真剣佑 / 永野芽郁

©2017「ピーチガール」製作委員会

上映中

上田美和

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
には小悪魔な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…？

ぼくと魔法の言葉たち

2016 / アメリカ / 1h31
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 - 6/16

オーウェンは自閉症で２歳のときから
一言も発しなくなってしまった。それか
ら数年後、オーウェンが大好きなディ
ズニーアニメの台詞を口にしているこ
とに気づいた父が、ディズニーキャラ
になりきって話しかけると…。子供を
愛し抜く両親の姿と、アニメの力に思
わず涙する奇跡のドキュメンタリー！

シネマ歌舞伎 
東海道中膝栗毛〈やじきた〉

2017 / 日本 / 1h30

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 -

十返舎一九

お馴染み弥次さん、喜多さんの珍道中
記「やじきた」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、闇金にも
襲われながらも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

花戦さ

2017 / 日本 / 2h07
野村萬斎/市川猿之助/佐藤浩市/中井貴一

©2017「花戦さ」製作委員会

6/3 -

花僧・池坊専好は、出世や名誉に興
味を示さず、花を生けることのみを喜
びとしていた。しかし秀吉が暴走を
始め、友である千利休が自刃させら
れると、専好は秀吉を諫めるため勝
負を挑むことに。しかし武器は刀でも
鉄砲でもなく“花”だった…？これは
誰も知らなかった本当のお話。

LOGAN ／ローガン

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

©2017 Twentieth Century Fox Film Corporation

6/1 -

ミュータントがほぼ絶滅してしまった
近未来。ウルヴァリン（ローガン）も
治癒能力を失いつつあり、不死身で
はなくなっていた。そんな彼のもとに、
謎めいた少女ローラを保護してほし
いと依頼が舞い込む。しかしそれは
新たな災いの始まりで…。ウルヴァ
リンの最後の戦いが、今、始まる。

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！

篠原哲雄 久石譲

ロジャー・ロス・ウィリアムズ

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

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

上映中 - 6/2

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。

　嶺街（クーリンチェ）
少年殺人事件

1991 / 台湾 / 3h56

エドワード・ヤン 
チャン・チェン / リサ・ヤン / ワン・チーザン

©1991 Kailidoscope

上映中 - 6/9

1960年代初頭の台湾。シャオスーは
１人の少女と出会い恋に落ちる。しか
し彼女は不良グループのボスの恋人
だった。当時の台湾独特の社会的・精
神的背景に翻弄されつつも、必死に生
きていく少年少女の青春群像劇。映
画史に残る傑作がスクリーンに蘇る。
特別料金：2,200 円均一

パトリオット・デイ

2016 / アメリカ / 2h13

ピーター・バーグ
マーク・ウォールバーグ/ケヴィン・ベーコン

©2017 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

6/9 -

2013年４月15日。五輪に次いで歴史
が古いボストンマラソンを標的に、無
差別爆弾テロが実行された。人々が恐
怖に怯える中、FBIや警察による懸命
な捜査が繰り広げられ、102時間とい
う驚異的な早さでの犯人逮捕が実現
した。知られざる英雄たちとテロリスト
との壮絶な攻防を描いた実録ドラマ。

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

上映中 - 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
団結して挑む人 と々出会い、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！

兄に愛されすぎて困ってます

2017 / 日本 / 1h39

夜神里奈 河合勇人
土屋太鳳 / 片寄涼太 / 千葉雄大 / 草川拓弥

©2017「兄こま」製作委員会  © 夜神里奈／小学館

6/30 -

高校２年生のせとかは告白12 連敗
中。そんなせとかの前にいろんなタイ
プのイケメンが急接近！そこに血の
繋がらないツンデレお兄・はるかも参
戦してきて―?! 非モテ女子に突然訪
れた兄系イケメンズ・フェスティバル！
甘く切なくちょっぴりキケンな、究極
の “愛されすぎ”ムービーが誕生！

家族はつらいよ２

2017 / 日本 / 1h53
橋爪功 / 吉行和子 / 西村雅彦 / 夏川結衣

©2017「家族はつらいよ２」製作委員会

上映中

平田家の主・周造に再び危機が訪れ
た！気ままなドライブを日々の楽しみ
にしていたが、高齢を理由に運転免
許を返上させようと、家族が画策し
ているのだ。家族会議が開かれよう
としていたまさにその時、大事件が
発生して…！？山田洋次監督による
傑作喜劇の続編をお観逃しなく！

山田洋次 

ボヤージュ・オブ・タイム

2016 / フランス - ドイツ - アメリカ /1h30

テレンス ･ マリック
ナレーション：ケイト・ブランシェット

©2016 Voyage of Time UG (haftungsbeschränkt). All Rights Reserved.

6/10 - 6/16

『ツリー・オブ・ライフ』のテレンス・
マリック監督が、宇宙創成と生命の歩
みを、誰も見たことがない圧巻の映像
で描いたドキュメンタリー。宇宙の歴
史は我々の命にどんな神秘をもたらし
たのか？そして我々はどう生き残り、
進化し、現在に至ったのか？宇宙と生
命を巡る探求の旅が始まる―。

午後８時の訪問者

2016 / ベルギー - フランス / 1h46

ジャン＝ピエール・ダルデンヌ/リュック・ダルデンヌ
アデル・エネル / オリヴィエ・ボノー

6/17 - 6/23

女医のジェニーは、診療時間を過ぎて
から鳴ったドアベルに応えなかった。
翌日、ベルを鳴らした少女が遺体で
発見された。少女は誰で、なぜベルを
押し、どうして死んだのか？溢れ出る
疑問の中、少女のかけらを拾い集める
うちに危険に巻き込まれていき…。
極上のヒューマン・サスペンス。

©LES FILMS DU FLEUVE - ARCHIPEL 35 - SAVAGE FILM – FRANCE 2 CINEMA - VOO et 
Be tv - RTBF (Television belge)

おとなの事情

2016 / イタリア / 1h36

パオロ・ジェノヴェーゼ 
ジュゼッペ・バッティストン/アルバ・ロルヴァケル 

©Medusa Film 2015

6/3 - 6/16

７人の仲間が集まった夕食会。お互い
に秘密なんて無いと豪語する彼らは、
かかってきた電話やメールを公表す
るという＜信頼度確認ゲーム＞をす
ることに。しかし次 と々“無いはずの
秘密”が暴露され、夫婦や親友の絆が
崩壊していく。そんな彼らを誰も予想
できない結末が待ち受けていて…？

スウィート17 モンスター

2016 / アメリカ / 1h44

ケリー・フレモン・クレイグ
ヘイリー・スタインフェルド/ウディ・ハレルソン

©MMXVI STX Productions, LLC. All Rights Reserved.

6/17 - 6/30

家族が嫌い、大人が嫌い、自分のこと
もたぶん嫌い。口が悪くて自己チュー
な思春期ど真ん中のネイディーンは、
唯一の救いだった親友が兄と付き
合っていることを知り、途方に暮れ
てしまい…。孤独な世界をもがく主
人公の痛々しさが古傷に沁みてく
る！ほろ苦くて愛おしい青春映画。

ターシャ・テューダー
静かな水の物語

©Richard W Brown

6/10 - 6/23

忙しすぎて心が迷子になってない？
様々な草花が咲き誇る庭で、ゆった
りとお茶を楽しむ女性が問いかけ
る。92 歳までバーモントの山奥で創
作活動を続けた絵本作家ターシャ・
テューダーを10 年に渡って追い続
けたドキュメンタリーが、秘蔵映像を
加えた完全版として甦る。

標的の島 風（かじ）かたか

©『標的の島 風かたか』製作委員会

6/24 - 7/14

沖縄県民の抵抗を無視して強行され
る辺野古の米軍新基地建設、高江
のヘリパッド建設、そして先島諸島
の自衛隊配備とミサイル基地建設。
それらが意味しているものとは何か？

『標的の村』『戦場ぬ止み』に続き、
三上智恵監督が沖縄の基地問題の
現実を告発するドキュメンタリー。

バンコクナイツ

2016 / 日本-フランス-タイ-ラオス/ 3h02

富田克也
スベンジャ・ポンコン/スナン・プーウィセット

©Bangkok Nites Partners 2016

6/17 - 6/23

タイの首都バンコク。家計のため娼婦と
して働くラックと、元恋人のオザワが５
年ぶりに再会した。オザワの仕事で２
人はラックの故郷があるタイ東北部に
向かうことになるが…。現地の息遣
いを感じさせる映像とパワフルな語り
口に圧倒される群像ロードムービー。
特別料金：一般 2000円 
※会員料金などはお問い合わせ下さい。

モン・ロワ
愛を巡るそれぞれの理由

2015 / フランス / 2h06

マイウェン
ヴァンサン・カッセル/エマニュエル・ベルコ

©2015 / LES PRODUCTIONS DU TRESOR - STUDIOCANAL

6/24 - 6/30

事故で重傷を負った女性弁護士ト
ニーはリハビリに励みながら、深く愛
し、傷ついたジョルジオとの日々に思
いを馳せていた。10 年に及ぶ嫉妬と
官能、そしてすれ違い。ジョルジオと
いう男は一体何者だったのか。愛の
様 な々局面を真正面から描いた傑作。

第 68 回カンヌ国際映画祭 
女優賞 受賞

ハードコア

2016 / ロシア-アメリカ / 1h36

イリヤ・ナイシュラー
シャールト・コプリー / ダニーラ・コズロフスキー

©2016 STX FINANCING, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

6/24 - 7/7

全編が主人公の主観映像で構成され
た究極の体感アクションムービーが
誕生！見知らぬ研究施設で目覚め、
事故で激しく損傷した自分の肉体が
サイボーグ化されているのを知った
ヘンリーは、さらわれた妻を救うため、
超人的な能力を発揮して敵に立ち向
かう！驚愕の映像革命を体験せよ！

光

2017 / 日本 - フランス - ドイツ / 1h42

河瀨直美
永瀬正敏 / 水崎綾女 / 神野三鈴 / 小市慢太郎

6/24 - 7/7

視覚障害者向けの映画音声ガイド制
作を仕事にする美佐子が、カメラマン
の雅哉と出逢った。彼は命よりカメラ
を大事にするほど写真にのめり込ん
でいたが、次第に視力を失っていく運
命にあり…。『あん』の河瀨直美監督
と永瀬正敏が再びタッグを組んで生
み出した、至高のラブストーリー。

©2017 “RADIANCE” FILM PARTNERS / KINOSHITA、
COMME DES CINEMAS、Kumie

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

上映中

テッド・チャン

ある日突然、巨大な球体型宇宙船が
世界各地に降り立った。目的は不明。
謎の知的生命体との意思疎通をはか
るため、言語学者のルイーズは“彼ら”
が人類に何を伝えようとしているの
かを探っていく。全く新しい【未知との
出遭い】を描いた、感動のSF 超大作。

第89 回アカデミー賞
音響編集賞 受賞

キング・アーサー

2017 / アメリカ / 2h06
チャーリー・ハナム / ジュード・ロウ

6/17 -

ガイ・リッチー

王である父を殺されスラム街へ追い
やられたアーサーは、そこで生き抜く
術を身につけ、たくましく成長した。
やがて彼は運命が授けた聖剣を手
に、魔術を操る暴君から王座を奪還
するため立ち上がる！ガイ・リッチー
が手掛ける英雄伝説は、豪快で痛快
な大迫力アクションてんこ盛り！

©2017 WARNER BROS. ENT. INC., VILLAGE ROADSHOW FILMS (BVI) LIMITED
AND RATPAC-DUNE ENT. LLC

22年目の告白 -私が殺人犯です-

©2017 映画「22 年目の告白　私が殺人犯です」製作委員会

6/10 -

「はじめまして、私が殺人犯です」。
時効を迎えた連続殺人事件の犯人
が突如名乗りをあげた。自身の告白本
を手に公衆の前に姿を現した彼の言
動の全ては、メディアを通じ発信され、
SNSにより瞬く間に世間へと広がっ
ていく。それは日本中を巻き込む新た
な＜ゲーム＞の始まりだった…。

パーソナル・ショッパー

6/24 - 6/30

忙しいセレブに代わり服やアクセサ
リーを買い付けるパーソナル・ショッ
パーとして働くモウリーンは、最愛の
双子の兄の死から立ち直れずにいた。
ある日、謎のメールが届くようになり、
次 と々不可解な出来事が起こり始め、
遂には殺人事件が発生し…。誰も観
たことのない衝撃の心理ミステリー。

©2016 CG Cinema – VORTEX SUTRA – DETAILFILM – SIRENA FILM – 
ARTE France CINEMA – ARTE Deutschland / WDR

僕とカミンスキーの旅

2015 / ドイツ - ベルギー / 2h03

ヴォルフガング・ベッカー
ダニエル・ブリュール/イェスパー・クリステンセン

6/17 - 6/23

美術評論家のゼバスティアンは、金
と名声ほしさにスイスの山奥に住む
“ 盲目の画家”カミンスキーを訪ねるこ
とに。マティスの弟子でピカソの友人
だったという彼の新事実を暴こうと、
言葉巧みに連れ出すのだが…。強烈な
個性の２人の珍道中は、やがて思い
もよらぬ方向に転がっていき…。

©2015 X Filme Creative Pool GmbH / ED Productions Sprl / WDR /
Arte / Potemkino / ARRI MEDIA

2017 / 日本 / 1h57

入江悠 
藤原竜也 / 伊藤英明 / 夏帆 / 野村周平

スプリット

2017 / アメリカ / 1h57

M・ナイト・シャマラン
ジェームズ・マカヴォイ/アニヤ・テイラー＝ジョイ

©2017 UNIVERSAL STUDIOS. All Rights Reserved.

6/24 - 7/7

女子高校生３人組が正体不明の男に
拉致された。密室で目覚めた彼女たち
は、やがて男が“ひとり”ではないこと
を知る。彼は23もの人格を持つ多重
人格者だったのだ。そして24番目の
人格が誕生し…。恐怖のどん底と絶
望の淵に陥れられた３人は、無事に
脱出することができるのか！？

2016 / フランス / 1h45

オリヴィエ・アサイヤス
クリステン・スチュワート/ラース・アイディンガー

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
2017 / 日本 / 1h59

ナレーション：三上智恵

2017 / アメリカ / 2h18

PARKS  パークス

2017 / 日本 / 1h58

瀬田なつき
橋本愛 / 永野芽郁 / 染谷将太 / 佐野史郎

©2017 本田プロモーション BAUS

6/24 - 6/30

トクマルシューゴ

井の頭公園の近くに住む女子大生の純
は、ひょんなことから高校生のハル、
音楽スタジオで働くトキオと出会う。
50年前にハルの亡き父が歌声を吹き
込んだオープンリールテープを発見
した３人は、その曲を完成させようと
奔走するのだが…。若手監督・俳優
の瑞 し々い感性が光る青春音楽映画。

マンチェスター・バイ・ザ・シー

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

©2016 K Films Manchester LLC. All Rights Reserved.

6/24 - 7/7

マット・デイモン/クリス・ムーア

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。

第 89 回アカデミー賞
主演男優賞／脚本賞受賞

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


