
映画
プリキュアドリームスターズ！

2017 / 日本 / 時間未定

宮本浩史
美山加恋 / 福原遥 / 村中知 / 藤田咲 / 森なな子

ひるね姫 
～知らないワタシの物語～

2017 / 日本 / 時間未定

神山健治
高畑充希 / 満島真之介 / 古田新太 / 釘宮理恵

©2017 映画プリキュアドリームスターズ！製作委員会 ©2017 ひるね姫製作委員会

3/18 - 3/18 -

“ 世界中のキレイなもの”を狙う鴉天
狗（からすてんぐ）により、サクラは
友達のシズクを連れ去られてしまう。
そんな彼女たちを救うため、３組の
プリキュアたちがやってくる！今回
から劇場版はドリームスターズへと
リニューアル！さあ、新たな物語へ、
レッツ・ラ・まぜまぜ！

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。

劇場版しまじろうのわお !
しまじろうとにじのオアシス

2017 / 日本 / 1h00

平林勇
南央美 / 高橋美紀 / 山崎たくみ

©Benesse Corporation 2017

3/10 -

砂漠にやってきたしまじろうたち。そ
こで元気な女の子ココと出会い、は
ぐれてしまったお母さんを一緒に探す
ことになります。上映中は照明を明る
めで途中休憩を挟み、小さなお子様
の映画館デビューを応援します。歌
やダンスなど一緒に映画を楽しもう！
入場料金：一般 1,500円

GANTZ :O ガンツ：オー

2016 / 日本 / 1h36

さとうけいいち 川村泰
小野大輔 / M・A・O / 郭智博 / 早見沙織

© 奥浩哉／集英社・「GANTZ:O」製作委員会

上映中 - 3/3

地下鉄で事件に巻き込まれ、命を落
とした加藤勝。次の瞬間、加藤はマ
ンションの一室にいた。そこで出会っ
た東京チームと共に転送された先
は、火の手が上がる大阪の街。加藤
は命がけのサバイバルゲームに挑ん
でいく…。原作の中でも特に人気を
誇るエピソード「大阪編」が再始動！！

ＰＫ

2014 / インド / 2h33

ラージクマール・ヒラニ
アーミル・カーン / アヌシュカ・シャルマ

©RAJKUMAR HIRANI FILMS PRIVATE LIMITED

3/11 - 3/17

インドのテレビ局に勤める女性が「神
様を探している」という謎の男 “ＰＫ”
と出会う。興味を抱いた彼女は取
材を始めるが、ＰＫはどんな常識も通
じない“ 無邪気すぎる変人” だった。
ボリウッドの至宝、『きっと、うまくい
く』の主演・監督コンビが贈る笑い
も涙も120% 増量の珠玉作！

トリプルX : 再起動

2017 / アメリカ / 1h47

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.

上映中

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！

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

2/25 -

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！

2/25 - 3/10
© 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

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

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！

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！

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

映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険

© 藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2017

3/4 -

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！

2017 / 日本 / 1h41

高橋敦史
水田わさび / 大原めぐみ / 浅田舞 / 織田信成

藤子・F・不二雄

３月のライオン 前編

©2017 映画「3 月のライオン」製作委員会

3/18 -

中学生でプロ棋士となった桐山
零。幼い頃に両親を亡くし、父
の友人に引き取られたが、ある
事情からひとりで暮らすことに。
孤独を感じていた零だったが、
川本家の三姉妹との出会いが彼

を成長させていく。そして零を待ち
受ける棋士達との壮絶な戦い！魂が
ぶつかり合う感動の２部作の前編！

傷物語 Ⅲ冷血篇

〈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。

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！

2017 / 日本 / 2h01

河合勇人
広瀬すず / 中条あやみ / 山崎紘菜 / 福原遥

2017 / 日本 / 2h18

岩下悠子大友啓史
神木隆之介 / 清原果耶 / 倉科カナ / 佐々木蔵之介

羽海野チカ

パッセンジャー

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

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…。

ひるなかの流星

2017 / 日本 / 時間未定

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

3/24 -

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！

キングコング 髑髏島の巨神

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.

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！

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

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

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。

ジャッキー 
ファーストレディ 最後の使命

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

©2016 Jackie Productions Limited

3/31 -

ジョン・F・ケネディ元大統領の妻と
して、ファーストレディー、世界中の
ファッションアイコンとしても有名な
ジャクリーン・ケネディ。1963 年に
ダラスで起きた、大統領暗殺事件
の直後にフォーカスを当て、悲しみ
の中でも大切なものを守り抜く姿を
描いた、彼女の自伝的物語。

仮面ライダー×スーパー戦隊
超スーパーヒーロー大戦

© 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映 AG・東映 ©BANDAI NAMCO Entertainment lnc.

3/25 -

「ゲームの世界」が「現実の世界」を
総攻撃！エグゼイドとトッキュウジャー
の前に、世界消滅の運命をかけた “ 死
の闘技場”が立ちはだかる。歴代の
仮面ライダー、スーパー戦隊が大乱
戦！そして “あの”ヒーローたちの復
活とニューヒーローの登場！驚きと興
奮のコラボムービーが遂に誕生する！

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!!

2017 / 日本 / 1h51

主題歌：GReeeeN『ソビト』兼重淳
松坂桃李 / 菅田将暉 / 忽那汐里 / 平祐奈

2017 / 日本 / 時間未定

川原礫伊藤智彦
松岡禎丞 / 戸松遥 / 伊藤かな恵 / 竹達彩奈

©2016 川原 礫／ KADOKAWA　アスキー・メディアワークス刊／ SAO MOVIE Project

3/10 - 3/23

2022年。仮想世界に閉じ込められた
少年キリトは、仲間とともに戦い、現実
世界への帰還を果たした。それから４
年。拡張現実を広げる最先端マシンが
発売され、専用ゲームよって爆発的に
広がるが…。大人気小説を、原作者自
らが書き下ろした完全新作ストーリー
で映画化。再び、英雄が立ち上がる！

劇場版 ソードアート・オンライン
オーディナル・スケール

2017 / アメリカ / 1h58

金田治
飯島寛騎 / 岐洲匠

2017 / 日本 / 時間未定

石ノ森章太郎

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！

キセキ -あの日のソビト -

©2017「キセキ あの日のソビト」製作委員会

3/11 - 3/24

音楽の道に進んだ兄ジンと、医
師を目指していた弟ヒデ。二人は
バンドを結成するも、厳格な父に
悟られないため素顔を隠して活
動することを決意し…。福島県
郡山市で結成された、現役歯科

医師でありながら歌手という異色の
人気アーティスト【GReeeeN】誕生
秘話を描いた青春ムービー！

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


