
ワイルド・スピード
ICE BREAK

©Universal Pictures

4/28 -

人気カーアクションシリーズ最新作。
今回はついに北極にまで降り立ち
想像を絶する氷河チェイスを展開
する。シャーリーズ・セロン、ヘレン・
ミレンといった豪華キャストも参戦し、
裏切りによるファミリーの崩壊、宿敵
との共闘など、シリーズ史上最大の
スケールで物語が加速する！！

2017 / アメリカ / 2h16

F・ゲイリー・グレイ
ヴィン・ディーゼル/ドウェイン・ジョンソン

バーニング・オーシャン

2016 / アメリカ / 1h47

ピーター・バーグ
マーク・ウォールバーグ/カート・ラッセル

上映中

2010年にメキシコ湾沖の石油掘削施
設で起きた史上最悪の原油流出事故
を映画化！当時、最先端テクノロジー
搭載と言われた施設の内部で何が
起こったのか…。その疑問と真実を
大災害の恐ろしさばかりではなく、
人災でもあった事故の裏側を交えて
映像化した海洋スペクタクル大作！

©2016 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.

メッセージ
5/19 -

ある日、突如として地球上に降り立っ
た巨大な球体型宇宙船。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】を描く、すべて
の人の胸を打つ感動のSF超大作。

2016 / アメリカ / 1h56
エイミー・アダムス / ジェレミー・レナー
ドゥニ・ヴィルヌーヴ テッド・チャン

ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー ：リミックス
©Marvel Studios 2017 All rights reserved.

5/12 -

2017 / アメリカ / 2h16

ジェームズ・ガン
クリス・プラット / ゾーイ・サルダナ

マーベル・スタジオ史上最高のポン
コツチーム『ガーディアンズ・オブ・
ギャラクシー』が、70年代を中心と
したヒット曲にのせてスクリーン
に帰って来る！見た目はキュート
な最終兵「木」ベビー・グルートに

振り回されながら、再び銀河滅亡を
阻止する事態に！？宇宙の運命は再
び彼らのノリに託された！！

映画かみさまみならいヒミツのここたま 
奇跡をおこせ♪テップルとドキドキここたま界

2017 / 日本 / 時間未定

土屋理敬新田典生
本渡楓/潘めぐみ/伊瀬茉莉也 /木下優樹菜

©2017 映画ここたま製作委員会 /©2017BANDAI/©BANDAI,WiZ

4/28 -

おもちゃシリーズと連動したテレビアニ
メが映画化！人間が大切にしたモノ
への想いから生まれたかみさま「ここ
たま」。小学生のこころとここたまたち
は、一人前のここたましか行けない「こ
こたま界」へ！しかし、彼らが招かれ
たのには特別な理由が…。ここたま
界と人間界を救う大冒険が始まる！

2016 / アメリカ / 1h51

第89 回アカデミー賞
作品賞／脚色賞／助演男優賞 受賞

ムーンライト
©2016 A24 Distribution, LLC

4/29 -

バリー・ジェンキンス
トレヴァンテ・ローズ/マハーシャラ・アリ

マイアミの貧困地域。育児放棄さ
れ、学校ではいじめられている少
年が、心の支えである男友達に特
別な好意を抱くように。その想いは
誰にも打ち明けられずにいたが…。
主人公の成長を３つの時代にわ

たって描き、胸の張り裂けるような感
動が押し寄せる愛の名作。

わたしは、ダニエル・ブレイク

2016 / イギリス - フランス - ベルギー / 1h40

ポール・ラヴァティケン・ローチ
デイヴ・ジョーンズ/ヘイリー・スクワイアーズ

4/29 - 5/12

困窮し、国の支援も十分受けられない
シングルマザーの一家と出会ったダニ
エル。病気で職を失った彼も同じよう
な境遇にあったが、一家を助け、寄り
添いあうように絆を深めていく…。巨匠
ケン・ローチが世界に向けて渾身のメッ
セージを込めた人間ドラマの傑作。

第 69 回カンヌ国際映画祭
パルムドール受賞

©Sixteen Tyne Limited, Why Not Productions, Wild Bunch, Les Films du Fleuve,British 
Broadcasting Corporation, France 2 Cinema and The British Film Institute 2016

2017 / 日本 / 時間未定

猪股隆一 
唐沢寿明 / 窪田正孝 / 佐々木希 / 藤木直人

ラストコップ THE MOVIE

5/3 -

30 年の昏睡から目覚め未だ昭和感
覚の肉食系デカ・京極と、現代っ子で
草食系デカ・望月が、毎度ボケ＆ツッ
コミを繰り広げながら破天荒なノリで
事件を解決していく人気のバディ・
ドラマが遂にスクリーンへ！今年の
GW 後半に “乱入”して、彼らが日本
に笑いと興奮の旋風を巻き起こす！

©2017 映画「ラストコップ」製作委員　Based on the German TV series 
“DER LETZTE BULLE”, distributed by Red Arrow International

未来よ こんにちは

2016 / フランス - ドイツ / 1h42

ミア・ハンセン＝ラブ
イザベル・ユペール / アンドレ・マルコン

5/6 - 5/12

ナタリーはパリの高校の哲学教師。
あるとき、夫からは離婚を切り出され、
世話をしていた母も他界。充実した
日々 から一転して“お一人様 ”になって
しまったナタリーの未来は再び輝ける
のか？大女優イザベル・ユペールの
新たな代表作というべき傑作ドラマ。

第69 回カンヌ国際映画祭
グランプリ受賞

©2016 CG Cinema・Arte France Cinema・DetailFilm・Rhone-Alpes Cinema

たかが世界の終わり

2016 / カナダ - フランス / 1h39

グザヴィエ・ドラン
ギャスパー・ウリエル / レア・セドゥ

4/29 - 5/12 

「もうすぐ死ぬ」と家族に告げるため、
12年ぶりに帰郷した人気作家のルイ。
再会した家族とのぎこちない時間は、
やがて、それぞれが隠していた感情
のぶつけ合いとなり…。〈愛と葛藤〉を
描き続けたドランがたどり着いた
答え、それはあなたを導く愛の物語。

第 69 回カンヌ国際映画祭
グランプリ受賞

お嬢さん

2016 / 韓国 / 2h25

パク・チャヌク
キム・ミニ / キム・テリ / ハ・ジョンウ

©2016 CJ E&M CORPORATION, MOHO FILM, YONG FILM ALL RIGHTS RESERVED

5/6 - 5/12

サラ・ウォーターズ

日本統治下の朝鮮半島。支配的な
叔父と暮らす令嬢・秀子のもとに、新
しいメイドがやってくる。彼女は一
家の財産を狙う詐欺師の手先だった
が、美しく純真な秀子に惹かれてゆ
き…。箱庭で繰り広げられる暴力と
愛憎を自在に操り、観客を混沌へと
誘う映像作家パク・チャヌクの野心作。

僕と世界の方程式

2014 / イギリス / 1h51

モーガン・マシューズ
エイサ・バターフィールド/レイフ・スポール

5/13 - 5/19

人とのコミュニケーションは苦手だが、
数学に関しては天才的な才能を持つ
少年ネイサン。数学オリンピックのイギ
リス代表メンバーにも選ばれるが、代表
合宿で出会った中国チームの少女と
の出逢いが、数学しかなかった彼の人
生に変化をもたらし…。少年の成長が
清 し々い感動を呼ぶヒューマンドラマ。

©ORIGIN PICTURES (X&Y PROD) LIMITED / THE BRITISH FILM INSTITUTE /
 BRITISH BROADCASTING CORPORATION 2014

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

5/27 - 6/2

家計のために働くバンコクの娼婦ラッ
クと、元恋人のオザワ。５年ぶりに再
会した２人は彼女の故郷のタイ東
北部に向かうことになるが…。『サウ
ダーヂ』などで注目を集める映像制
作集団“空族”が放つ群像ロードムー
ビー。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。

たたら侍

2016 / 日本 / 2h00
青柳翔 / 小林直己 / 田畑智子 / AKIRA

©2017「たたら侍」製作委員会

5/20 -

錦織良成

戦国時代末期。出雲の山奥に1000 年
錆びないと言われる幻の鉄 “ 玉鋼 ”
を生み出す製法が伝えられてきた。
その伝統を受け継ぐ宿命を背負った
青年が、侍にあこがれて旅に出るの
だが…。EXILE HIRO 初プロデュー
ス作品は、日本の伝統と気高い精神
を描き出した本格時代劇。

EXILE HIRO

ミス・サイゴン
25周年記念公演 in ロンドン

2016 / イギリス / 3h07

ブレット・サリヴァン
ジョン・ジョン・ブリオネス/エバ・ノブルザダ

©2016 CML

5/13 - 5/19

名作ミュージカル「ミス・サイゴン」の
25周年記念公演を映画化。1970年
代ベトナム戦争末期、サイゴンのナイ
トクラブで働く少女キムとアメリカ
兵のクリスは恋に落ちる。だがこの
出会いが互いの人生を大きく狂わせ
ていくこととなる…。特別ゲストとし
てオリジナルキャストも登場。

©Shayne Laverdiere, Sons of Manual

第89 回アカデミー賞
音響編集賞 受賞

深川栄洋 河野裕

サクラダリセット 後篇

2017 / 日本 / 2h05
野村周平 / 黒島結菜 / 平祐奈 / 及川光博

©2017 映画「サクラダリセット」製作委員会

5/13 - 

河野裕の青春ミステリー小説を実写
映画化した２部作の後篇。２年前に
死んだ同級生・相麻菫を能力で再生
させるべく、ケイ達が奔走する一方、
管理局内で権力を持つ対策室室長・
浦地が、街の未来を左右する計画を
実行しようとしていた。その計画に
相麻が関わっていたことを知り…。

ハルチカ

2016 / 日本 / 1h56

初野晴市井昌秀
佐藤勝利/橋本環奈/恒松祐里/清水尋也

©2017「ハルチカ」製作委員会

5/6 - 5/19

高校入学で再会した幼馴染みのハル
タとチカ。チカは吹奏楽部に入部し
大好きなフルートを吹くと決めてい
たが、部は廃部寸前だった。ホルンの
経験のあるハルタを巻き込み部員集
めに奔走するが…。吹奏楽の響きに
のせて Sexy Zone の佐藤勝利と橋
本環奈主演で贈る青春ストーリー。

美しい星

2017 / 日本 / 2h07
リリー・フランキー/亀梨和也/橋本愛/中嶋朋子

©2017「美しい星」製作委員会

5/26 -

三島由紀夫が自ら愛した異色のSF 小
説を、吉田大八が悲願の映画化。ある
日突然 “宇宙人”として覚醒した大杉
一家。美しい星・地球を救うという
使命を託される。彼らはそれぞれに
奮闘を重ねていくが…。彼らはなぜ
目覚めたのか、本当に目覚めたのか。
今、渾身の人間賛歌が鳴り響く。

　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

5/20 - 5/26

少年は一人の少女と出会い恋に
落ちるが、少女は不良グループの
ボスの恋人だった…。不良グルー
プの抗争に巻き込まれる中、必死
に生きていく少年少女の青春群像
劇。映画史上に残る傑作と称され
た本作が 25 年ぶりにスクリーンに
よみがえる。

ラビング
愛という名前のふたり

2016 / イギリス - アメリカ / 2h02

ジェフ・ニコルズ
ジョエル・エドガートン / ルース・ネッガ

©2016 Big Beach, LLC. All Rights Reserved.

5/13 - 5/26

レンガ職人のリチャードは恋人のミ
ルドレッドの妊娠を機に生涯を共に
することを決意する。しかし1958 年
当時、バージニア州では異人種間の
結婚は法律で禁じられており、二人
はワシントンで結婚を果たすが…。
アメリカを変えたラビング夫妻の深
く静かな愛が胸を打つ珠玉の一本。

吉田大八 三島由紀夫

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

ロジャー・ロス・ウィリアムズ

ピーチガール

2017 / 日本 / 1h56

山岡潤平神徳幸治
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

5/20 -

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、次々と恋の事
件が！ももが最後に選ぶのは…？

八重子のハミング
©Team「八重子のハミング」

6/17 - 6/30

2016 / 日本 / 1h52

佐々部清 
升毅 / 高橋洋子 / 文音 / 中村優一 / 安倍萌生

若年認知症の妻・八重子の介護を
12 年間経験した夫・誠吾。音楽の
教師だった妻は徐 に々記憶を無く
しつつも、夫が歌を口づさめば笑
顔を取り戻した。四度のガン手術
から生還した夫が、アルツハイマー

の妻に贈る三十一文字のラブレター。
6/18（日）佐々部清監督による
舞台挨拶＆サイン会開催決定！！

しゃぼん玉

2016 / 日本 / 1h48

東伸児
林遣都 / 市原悦子 / 藤井美菜 / 相島一之

©2016「しゃぼん玉」製作委員会

5/13 - 5/19

乃南アサ

通り魔や強盗を繰り返す青年・伊豆
見は、逃走中の山村で怪我をした老
婆を助け彼女の家に世話になること
に。金を盗んで逃げるつもりが、老婆
や村人たちの温かさに触れるうちに、
失いかけていた人間性を取り戻し
てゆく。宮崎県の大自然を舞台に
青年の心の旅路を描く感涙のドラマ。

2017 / アメリカ / 2h10

ビル・コンドン
エマ・ワトソン / ダン・スティーヴンス

美女と野獣
©2017 Disney. All Rights Reserved.

上映中

ディズニー・アニメの名作『美女と
野獣』がついに実写化！世界中の
女性たちが憧れるヒロイン “ ベル ”
を演じるのは『ハリー・ポッター』
シリーズのエマ・ワトソン。さらに、『ド
リームガールズ』の監督がメガホン
を取り、最大の魅力であるミュージカ
ルパートを現代に蘇えらせる！

ぼくと魔法の言葉たち
©2016 A&E Television Networks, LLC. All Rights Reserved.

5/20 - 5/26

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！

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


