
ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち
©2016 Twentieth Century Fox Film Corporation.
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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
しくも厳格な女性ミス・ペレグリ
ンと奇妙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。

マグニフィセント・セブン
上映中

悪徳実業家に街を支配され苦し
んでいた住民たちは、この状況を
抜け出そうと、荒くれ者やガンマ
ンなど７人の男たちを雇うことに。
金目的でやってきた７人だったが、
やがて彼らの心に変化が表れ

て…。『七人の侍』『荒野の七人』の
魂を受け継ぎ、豪華キャストで蘇っ
たアクション超大作。

2016 / アメリカ / 2h13

アントワン・フークア
デンゼル・ワシントン / クリス・プラット

破門 ふたりのヤクビョーガミ

2017 / 日本 / 2h00

真辺克彦小林聖太郎
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建
設コンサルタントの二宮は、持ち逃げ
された映画製作資金を回収するため
に関西、マカオを奔走。だが単なる
追跡劇がいつの間にか組同士の大ト
ラブルに発展し、一転生き残りをかけ
た大勝負に出ることに！黒川博行の
直木賞受賞小説が待望の映画化！

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

サム・ライミ

恋妻家宮本 こいさいかみやもと

©2017「恋妻家宮本」製作委員会

上映中

子どもが独り立ちし、久 に々二人き
りになった宮本夫婦。ある日、夫
は妻が隠していた離婚届を見つ
けてしまう…。「家政婦のミタ」をは
じめ、数 の々話題作を手がけた脚
本家 ･ 遊川和彦が満を持しての

映画監督デビュー。妻に恋する“ 恋
妻家 ”という造語を作り、原作を大
胆に脚色した大人の夫婦の物語。

2017 / 日本 / 1h57

遊川和彦
阿部寛 / 天海祐希 / 菅野美穂 / 富司純子

重松清

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
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！

君と100 回目の恋

2017 / 日本 / 1h56

大島里美月川翔
miwa/ 坂口健太郎 / 竜星涼 / 真野恵里菜

©2017「君と 100 回目の恋」製作委員会
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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 !

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

ドント・ブリーズ
上映中

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

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 ! !

2017 / 日本 / 時間未定

高橋敦史
水田わさび / 大原めぐみ / かかずゆみ / 浅田舞 / 織田信成

© 藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2017

3/4 -

藤子・F・不二雄

2017年の映画ドラえもんは、氷に包
まれた神秘の世界「南極」が舞台！
巨大な氷山から氷漬けになっている
不思議なリングを見つけたのび太た
ち。その正体を探していく中で、南極
の下に閉ざされた巨大都市遺跡を発
見するのだが…。S（すこし）・F（ふ
しぎ）が満載のシリーズ 37作目！

映画 ドラえもん
のび太の南極カチコチ大冒険

沈黙  - サイレンス -

©2016 FM Films, LLC. All Rights Reserved.

上映中

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。

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

一週間フレンズ。
2/18 -

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 ”という秘密があった。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！

©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

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

葉月抹茶

きょうのキラ君

2017 / 日本 / 1h49

中川千英子川村泰祐
中川大志 / 飯豊まりえ / 葉山奨之 / 平祐奈

©2017「きょうのキラ君」製作委員会
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みきもと凜

クラスの人気者キラに恋をしたニノ。
でも彼女は他人と関わることが苦手
だった。しかし、彼の重大な秘密を知っ
てしまい、それがきっかけで距離を縮
めていく２人。初めての恋にとまどい
ながらも、キラを笑顔にするため奮闘
するニノ。彼女の初恋の結末は…？
大ヒットコミック待望の映画化！

サバイバルファミリー
©2017 フジテレビジョン　東宝　電通　アルタミラピクチャーズ
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2017 / 日本 / 1h57
小日向文世 / 深津絵里 / 泉澤祐希 / 葵わかな

矢口史靖

ある日突然電化製品が使えなく
なってしまった！それどころか電車
や自動車、ガスに水道まで…。そ
こで鈴木家の父、義之は、都市
機能が停止してしまった東京から
脱出することを決意！普段の生活

は電化製品に頼りきり。野宿なんて
したこともない鈴木家の運命は…？
矢口史靖監督待望の最新作！

トリプル X : 再起動

2017 / アメリカ / 時間未定

D・J・カルーソ
ヴィン・ディーゼル / ドニー・イェン 

©2016 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.
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型破りな極秘エージェントの活躍を
描くシリーズ第３作！危険分子の
手に渡った軍事衛星装置を奪還す
るため、エクストリーム・スポーツの
達人ザンダー・ケイジが新たなチー
ム“トリプル X”を率いて暴れまくる！
第１作で主演を務めたヴィン・ディー
ゼルがファン待望のカムバック！

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

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

2016 / イギリス / 1h49

ロン・ハワード 
ジョン・レノン/ポール・マッカートニー/ジョージ・ハリスン/リンゴ・スター

©Apple Corps Limited ©Bob Bonis Archive

2/18 - 2/24

初期のリバプール時代から63年に
始まった15ヵ国90都市166公演にお
よぶツアー、そして観客の前での最
後の演奏となった 66年のサンフラン
シスコ・キャンドルスティック・パーク
公演まで、多数のライブ映像で描く。
メンバーのインタビューや独占秘蔵
映像満載の長編ドキュメンタリー。

ザ・ビートルズ EIGHT DAYS A WEEK
The Touring Years 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

マリアンヌ
©2016 Paramount Pictures. All Rights Reserved.
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1942 年、スパイとして出会ったマッ
クスとマリアンヌ。重 大なミッション
を遂行する中で恋に落ち結婚。幸
せな家族として暮らし始めるがマリア
ンヌの抱えていたある秘密によって
人生が崩れ始める。愛する人のすべ
てを受け入れられるのか、運命と愛
に翻弄されるロマンス・スリラー！

疾風スプリンター

2015 / 香港 - 中国 / 2h05

ダンテ・ラム 
エディ・ポン / チェ・シウォン / ショーン・ドウ

©2015 Emperor Film Production Company Limited All Rights Reserved

3/4 - 3/17

強豪自転車チームに加入したチウ・
ミンとティエン。二人はエースのチョ
ン・ジウォンからその座を奪うため、
必死に努力を重ね固い絆で結ば
れていくが、資金難からチームは解
散することになり…。自転車レース
に全てを賭ける男たちを描く、本格
ロードレース・エンターテインメント！

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

2/25 - 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！

アサシン クリード

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
マイケル・ファスベンダー / マリオン・コティヤール

©2016 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved
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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！

劇場版 艦これ ４DX版

2016 / 日本 / 1h31

井上伸一郎草川啓造
上坂すみれ / 藤田咲 / 井口裕香 / 佐倉綾音

©2016「劇場版 艦これ」連合艦隊司令部

2/11 - 3/3

擬人化された戦艦 “ 艦娘（かんむす
め）” たちを繰る人気戦略ゲーム『艦
これ』が劇場アニメ化！M I作戦で謎
の敵「新海棲艦」から勝利を収めた
艦娘たち。敵泊地の攻略を続け戦域
を拡大していくが、目標とする海域に
重大な異変が発生し…。戦車の次は
戦艦！大迫力の４DX 版が遂に登場！

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


