
ラッキー

2017 / アメリカ / 1h28

ジョン・キャロル・リンチ
ハリー・ディーン・スタントン/デヴィッド・リンチ

©2016 FILM TROOPE, LLC All Rights Reserved

6/29 - 7/5

神など信じない現実主義者の老人
ラッキー。90歳も過ぎ、死について思
いを巡らせるようになるが…。昨年逝
去した名優ハリー・ディーン・スタン
トンの人生すべてが反映されたような
奇跡の映画。全編に死の哀切が響い
ているが、しかしこの最後の主演作は
まぎれもなく幸運で輝いてもいる。

エターナル
©2017 WARNER BROS PICTURES, ALL RIGHTS RESERVED

6/29 - 7/5

ジェフンは妻子をシドニーに留学さ
せ、自分はソウルの証券会社で仕事
に励んでいた。しかし会社が莫大な負
債を抱えて倒産。失意のままシドニー
にいる妻子のもとを訪れるが、そこに
は別の男と親しく過ごす妻子の姿が
あって…。イ・ビョンホンが渾身の演
技で魅せるラブ・サスペンス。

2016 / 韓国 / 1h37

イ・ジュヨン
イ・ビョンホン / コン・ヒョジン

フロリダ・プロジェクト
真夏の魔法

2017 / アメリカ / 1h52

ショーン・ベイカー
ウィレム・デフォー/ブルックリン・キンバリー・プリンス

©2017 Florida Project 2016, LLC.

6/29 - 7/5

６歳のムーニーはフロリダの安モー
テルで母ヘイリーとその日暮らし。シ
ングルマザーで無職のヘイリーは厳
しい現実に苦しむも、ムーニーの目に
映る世界は輝きに満ちていて楽しく過
ごしていたが…。社会の片隅で生きる
人々の日常を、登場人物に優しく寄り
添いながら眩い映像美で映し出す。

ミスミソウ

2017 / 日本 / 1h54

唯野未歩子内藤瑛亮
山田杏奈 / 清水尋也 / 大谷凛香 / 戸田昌宏

© 押切蓮介 / 双葉社 ©2017「ミスミソウ」製作委員会

6/29 - 7/5

押切蓮介

雪に覆われた過疎の町。そこへ東京か
ら転校してきた野咲春花は“部外者 ”
として扱われ、壮絶なイジメを受けて
いた。嫌がらせは日に日にエスカレー
トし、ある日、春花の家族が家ごと焼
き殺され…。伝説のコミックを『ライ
チ☆光クラブ』の監督が実写映画化。
美しくも残酷なトラウマ・サスペンス。

2018 / アメリカ / 2h15

ロン・ハワード
オールデン・エアエンライク/エミリア・クラーク

ローレンス・カスダン

ハン・ソロ
スター・ウォーズ・ストーリー

©2018 Lucasfilm Ltd. All Rights reserved

6/29 -

『ローグ・ワン』に続く新たなスピンオ
フの主役は、シリーズ中でも特に人気
の高いハン・ソロ！舞台はエピソード
４の約10年前。20代前半のソロは果
たしてどのように密輸業者の道を歩
み、また相棒チューバッカと出会った
のか？ファンでなくても見逃せないこ
の夏必見の一本！

K SEVEN STORIES
Episode1 「R：B BLAZE」

2018 / 日本 / 時間未定

鈴木信吾
津田健次郎 / 杉田智和 / 櫻井孝宏 / 梶裕貴

©GoRA・GoHands ／ k-7project

7/7 -

GoRA / GoHands

「王」と呼ばれる存在とその配下の
異能力者たちの戦いを描いたオリジ
ナルアニメーション『K』の新作劇場
版がついに始動！順次公開するエピ
ソード１では裏社会で勢力を伸ばしつ
つある「赤の王」周防尊、それを止め
るべく治安統制を図る「青の王」宗
像礼司の出会いと激突を描く。

ジュラシック・ワールド 炎の王国

©Universal Pictures

7/13 -

2018 / アメリカ / 2h08

スティーヴン・スピルバーグJ・A・バヨナ 
クリス・プラット/ブライス・ダラス・ハワード

あの大惨事から３年。放置された
ジュラシック・ワールドがある島で
火山噴火が発生。危機的状況の
中、恐竜たちの生死を自然に委ね
るか、自らの命を懸け救い出すか、
人類は究極の選択を迫られ…。

シリーズ史上最多の恐竜たちがスク
リーンを暴れ回る、究極のジュラシッ
クを体験せよ!!

PEACE MAKER 鐵（クロガネ）
前篇 ～ 想道（オモウミチ）～ 馬を放つ

2018 /キルギス-フランス-ドイツ-オランダ-日本/ 1h29

アクタン・アリム・クバト
ヌラリー・トゥルサンコジョフ / ザレマ・アサナリヴァ

©黒乃奈々絵／マッグガーデン・PEACE MAKER 鐵 製作委員会

7/13 - 7/19 7/13 - 7/19

幕末動乱の時代。新撰組は、油小路事
件によって大きな傷を負いながらも、
将軍･徳川慶喜に忠義を尽くす覚悟を
決めようとしていた。新撰組隊士･市
村鉄之助は、かねてより親しくしてい
た少女･沙夜を想いながらも、新撰組
として運命を共にしようとするが…。
特別料金：1,300円均一

中央アジアの美しい国キルギス。家族
３人で慎ましく暮らす男は、ケンタウ
ロスと呼ばれていた。その地には、馬
と人を結び付ける伝説が息づいてい
たが、時の流れと共に失われつつあっ
た。伝説を信じるケンタウロスは、人
知れずある行動にでるのだが…。未
来へ希望を託す、現代の寓話。

フジコ・ヘミングの時間
©2018「フジコ・ヘミングの時間」フィルムパートナーズ

7/20 - 8/2

60 代で世界に見いだされた超遅
咲きのピアニスト、フジコ・ヘミ
ングのワールドツアーに密着したド
キュメンタリー。両親、聴力の喪失、
世界各地の自宅、友人たち、猫との
暮らし…。魂の演奏はもちろん、彼
女の魅力が全て詰まった贅沢な２
時間！

2017 / アメリカ / 2h05
スティーブ・カレル/ブライアン・クランストン

30年後の同窓会
©2017 AMAZON CONTENT SERVICES LLC

7/13 - 7/19

リチャード・リンクレイター

戦死した息子を連れ帰る旅に、30年
間音信不通だった二人の戦友を誘っ
たドク。あっという間に昔の関係を取
り戻した彼らは語り続け、笑いあい、
それぞれの傷を癒してゆく。リチャー
ド・リンクレイター監督ならではの温
かな筆致で、人生の輝きを取り戻す男
たちを描くロードムービー。

ビューティフル・デイ

2017 / イギリス / 1h30

リン・ラムジー
ホアキン・フェニックス/ジュディス・ロバーツ

7/13 - 7/19

ジョニー・グリーンウッド

殺しも厭わない人捜しのプロが、政治
家の娘の捜索を依頼される。しかし見
つけ出した彼女はあらゆる感情を失っ
ており…。孤独な男とすべてを失った
少女、２つの壊れた心の行方を研ぎ澄
まされた映像美で描き出す。ホアキン・
フェニックス主演クライムスリラー。

第 70 回カンヌ国際映画祭
男優賞／脚本賞 受賞

Copyright ©Why Not Productions, Channel Four Television Corporation,and The British Film 
Institute 2017. All Rights Reserved. ©Alison Cohen Rosa / Why Not Productions

2018 / 日本 / 1h49

飯塚健 
佐野玲於 / 中川大志 / 高杉真宙 / 横浜流星

水野美波

ボストン ストロング
ダメな僕だから英雄になれた

2017 / アメリカ / 2h00

デヴィッド・ゴードン・グリーン
ジェイク・ギレンホール/タチアナ・マスラニー

7/6 - 7/12

ボストンマラソンの爆弾テロで両足を
失ったジェフ。犯人逮捕に貢献したこ
とからテロに屈しない精神「ボストン 
ストロング」の象徴として英雄視され
るが、足を失った痛みや周囲の期待と
のギャップに苦悩していた。自身の弱
さを克服し、本当の強さに目覚める姿
を描いた再生の実話。

©2017 Stronger Film Holdings, LLC. All Rights Reserved. Motion Picture Artwork©2018 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

海を駆ける

2018 / 日本-フランス-インドネシア/ 1h47

深田晃司
ディーン・フジオカ / 太賀 / 阿部純子

©2018「海を駆ける」製作委員会

7/6 - 7/12

インドネシア、バンダ・アチェで災害
復興の仕事をする貴子のもとに日本
人らしき男が海岸に漂着した連絡を
受ける。彼を保護し身元捜しをするな
か、周囲で不可思議な現象が起こり
始め…。現地オールロケによる美しい
自然の中でディーン・フジオカの演
技が光る海をめぐるファンタジー。

ダリダ あまい囁き

2017 / フランス / 2h07

リサ・アズエロス 
スヴェヴァ・アルヴィティ/リッカルド・スカマルチョ 

7/6 - 7/12

パローレ パローレ♪のフレーズで
大ヒットしたアラン・ドロンとのデュ
エット曲「あまい囁き」。フランスの
国民的歌姫でありながら54 歳で自
死を選んだダリダの隠された苦し
み・葛藤の人生をミステリータッチ
で描く。オリジナル音源の歌曲も素
晴らしい。

©2017 BETHSABEE MUCHO-PATHE PRODUCTION-TF1 FILMS PRODUCTION-
JOUROR CINEMA

心と体と

2017 / ハンガリー / 1h56

イルディコー・エニェディ
アレクサンドラ・ボルベーイ/ゲーザ・モルチャーニ

2017©INFORG - M&M FILM

7/13 - 7/19

リアルとファンタジーが絶妙に溶け合
い、ベルリン映画祭で４冠に輝いたハ
ンガリー発のラブストーリー。不器用
でうまく噛み合わない孤独な男女が、
実は “同じ夢” を見ていたことが明ら
かになる。２人はそれをきっかけに現実
でも距離を縮めていこうとするが…。

第 67 回ベルリン国際映画祭
金熊賞 受賞

2017 / アメリカ / 1h34

グレタ・ガーウィグ
シアーシャ・ローナン/ローリー・メトカーフ

ファントム・スレッド

2017 / アメリカ / 2h10

ポール・トーマス・アンダーソン 
ダニエル・デイ＝ルイス / ヴィッキー・クリープス

©2017 Phantom Thread, LLC All Rights Reserved

7/20 - 7/31

天才的なオートクチュールの仕立て
屋と、彼の新たなミューズとなった若
く美しいウェイトレス。ドレス作りへの
没頭の果て、２人の関係は異様な形に
変貌していき…。50年代のロンドンを
舞台に、狂おしい愛の行く末を魅惑的
に描いたＰ・Ｔ・アンダーソン監督作。

第 90 回アカデミー賞
衣装デザイン賞 受賞

マルクス・エンゲルス

2017 / フランス - ドイツ - ベルギー / 1h58

パスカル・ボニゼールラウル・ペック
アウグスト・ディール/シュテファン・コナルスケ

7/6 - 7/19

労働者が搾取される不平等な世界を
変革すべく闘った思想家、マルクスと
エンゲルス。２人が出会い、「共産党
宣言」を執筆するまでの若き日を描
いた伝記ドラマ。若者の純粋な夢と
友情が熱く胸を打つ普遍的な青春映
画でもある一方、その社会的なメッ
セージは現代にこそ鋭く突き刺さる。

©AGAT FILMS & CIE - VELVET FILM - ROHFILM - ARTEMIS PRODUCTIONS
- FRANCE 3 CINEMA - JOUROR - 2016

天命の城

2017 / 韓国 / 2h19

ファン・ドンヒョク
イ・ビョンホン/キム・ユンソク/パク・ヘイル

©2017 CJ E&M CORPORATION and SIREN PICTURESALL RIGHTS RESERVED

7/27 - 8/2

坂本龍一

1636年。清に侵攻された朝鮮は籠城
を余儀なくされる。12万人の清軍に
包囲され絶体絶命の危機において、
1人の重臣は大義のために最後の1兵
まで戦うべきと主張し、別の重臣は
厳しい条件を飲んででも和睦して国
を永らえさせるべきと主張するが…？
イ・ビョンホン主演の歴史超大作！

劇場版 コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命

©2018「劇場版コード・ブルー　ドクターヘリ緊急救命」製作委員会

7/27 -

10年間に渡って放送された人気
ドラマ『コード・ブルー』待望の劇
場版！これまで多くの大規模災害
の現場に出動し、支え合ってきた
藍沢たち。互いへの思いを抱えな
がらも別々の道へ旅立つ時が近

づくが、「空」と「海」で未曾有の連続
大事故が発生。史上最悪の現場に、
彼らはいかに立ち向かうのか？

2018 / 日本 / 時間未定

安達奈緒子西浦正記
山下智久/新垣結衣/戸田恵梨香/比嘉愛未

女は二度決断する

2017 / ドイツ / 1h46

ファティ・アキン
ダイアン・クルーガー / デニス・モシット

7/6 - 7/12

カティヤはトルコ系移民の夫と息子と
３人で幸せに暮らしていた。ある日、ネ
オナチによる人種差別テロによって夫
と息子が殺されてしまう。容疑者はす
ぐに捕まるが、裁判は思わぬ方向に
進んでいき…。愛する人を奪われ法で
裁けないなら？彼女が下す決断とは？

第 70 回カンヌ国際映画祭
主演女優賞 受賞

©2017 bombero international GmbH & Co. KG, Macassar Productions, Pathe Production, 
corazon international GmbH & Co. KG, Warner Bros. Entertainment GmbH

2018 / 日本 / 1h48

佐藤信介
福士蒼汰 / 杉咲花 / 吉沢亮 / 早乙女太一

久保帯人

BLEACH
©久保帯人／集英社 ©2018 映画「BLEACH」製作委員会

7/20 - 

累計発行部数9,000万部の大人気コ
ミックが実写映画化！霊が見えること
以外は普通の高校生・黒崎一護。あ
る日突然現れた死神・朽木ルキアか
ら死神の力を与えられ、虚＜ホロウ＞
と呼ばれる悪霊たちと戦う。最新鋭の
CG を駆使して壮大なスケールで描
かれるバトルアクション大作！

パンク侍、斬られて候

2018 / 日本 / 2h11

宮藤官九郎石井岳龍
綾野剛 / 北川景子 / 東出昌大 / 染谷将太

© エイベックス通信放送

6/30 -

町田康

町田康の傑作時代小説を監督：石井
岳龍×脚本：宮藤官九郎で実写映画
化！江戸時代を舞台に“超人的刺客 ”
にして“テキトーなプータロー侍” 掛
十之進が、自ら蒔いた種によって生ま
れる大惨事に七転八倒する大活劇。
喜怒哀楽たっぷりに演じる豪華俳優
陣が爆裂ワールドを創り上げる！

2018 / 日本 / 1h08

きみやしげる
梶裕貴 / 中田譲治 / 斎賀みつき / 櫻井孝宏

黒乃奈々絵

レディ・バード
©2017 InterActiveCorp Films, LLC. ／ Merie Wallace, courtesy of A24

7/20 - 8/2

女優グレタ・ガーウィグが監督と
しての才能も証明した青春映画の
傑作！都会への進学を夢見る17
歳の少女をシアーシャ・ローナン
が演じ、彼女が経験する思春期の
輝きと痛みをユーモアたっぷりに

描く。きっとあなたの心に残り続ける
宝物のような映画になります！

第 75 回ゴールデングローブ賞
作品賞／主演女優賞 受賞

ザ・ビッグハウス

2018 / アメリカ - 日本 / 1h59

想田和弘
マーク・ノーネス / テリー・サリス

7/27 - 8/2

想田和弘監督の観察映画第８弾。ミ
シガン州立大のアメフトチームのスタ
ジアムで別名「ザ・ビッグハウス」を17
人の映画作家が観察。試合ではなく、
裏方や11万人の観客の観察から見え
てくる様々なアメリカが抱える問題。
今までの想田監督作品とは雰囲気が
全く違うが、鋭い視点がやはり面白い！

ミシガン大学の映画作家たち

2018 / 日本 / 1h55

小松莊一良 フジコ・ヘミング
ナレーション：三浦透子

コンフィデンシャル 共助

2017 / 韓国 / 2h04

キム・ソンフン
ヒョンビン/ユ・ヘジン/キム・ジュヒョク/ユナ

©2017 CJE&M CORPORATION, ALL RIGHTS RESERVED

7/20 - 7/26

犯罪組織を追う北朝鮮の刑事チョル
リョンは任務中に上官に裏切られ妻
と仲間を殺されてしまう。上官は犯罪
組織と結託し韓国へと逃亡する。韓国
では熱血感あふれる庶民派刑事ジン
テが任務にあたる。北朝鮮はチョルリョ
ンを派遣し、北朝鮮と韓国による歴史
上初の南北共助捜査を遂行する！

虹色デイズ
©2018「虹色デイズ」製作委員会 ©水野美波／集英社

7/6 -

趣味も性格も違うけど、いつも一緒の
仲良し男子高校生４人組。それぞれが
抱える恋愛や進路の問題を、ともに悩
み笑い合う、ありふれているようで実
は特別な日々。そんな一度しかない青
春の輝きを、若手イケメン俳優の共演
と豪華アーティストによるBGMにの
せてお届けします！！

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


