
2018 / イギリス - フランス / 1h29

マーク・バートンニック・パーク
エディ・レッドメイン / トム・ヒドルストン

2014 / 台湾 / 2h13

ニウ・チェンザー
イーサン・ルアン / レジーナ・ワン 

ホウ・シャオシェン

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 

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

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

ジョニー・グリーンウッド

2017 / アメリカ / 1h52

マイケル・クエスタ
ディラン・オブライエン/マイケル・キートン

ヴィンス・フリン

2017 / 韓国 / 2h01

カン・ユンソン
マ・ドンソク/ユン・ゲサン/チョ・ジェユン

2015 / アイスランド-スイス-アメリカ/ 1h38

クレイグ・ゾベル
マーゴット・ロビー/キウェテル・イジョフォー

2018 / 日本 / 1h33

中川龍太郎 
朝倉あき/三浦貴大/川崎ゆり子/高橋由美子

2014 / フィンランド / 1h20

サーラ・カンテル
アーヴァ・メリカント / リリャ・レフト

マリヤッタ・クレンニエミ

2017 / 香港 / 1h51
クリッシー・チャウ / ジョイス・チェン

キーレン・パン 

2017 / 日本 / 1h15
西福江 / 小泉武夫 / 奥田昌子 / 木村泰子

オオタヴィン　ナレーション：石田ゆり子

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

坂本龍一

2017 / アメリカ-ドイツ-オランダ/ 1h31

ティム・スミット
ダン・スティーヴンス / べレニス・マーロウ

2017 / イタリア / 1h59

シドニー・シビリア
エドアルド・レオ/グレタ・スカラーノ

2016 / オーストリア / 1h53

クリスティアン・クレーネス / フロリアン・ヴァイゲンザマー他
ブルンヒルデ・ポムゼル

2017 / メキシコ / 1h43

ミシェル・フランコ
エマ・スアレス / アナ・バレリア・ベセリル

菊とギロチン

7/20 -
©2018 「菊とギロチン」合同製作舎

自分の力で生きるために強くなろうと励む
女相撲一座と、不平等な社会の変革を夢
見るアナキスト集団「ギロチン社」。関東大
震災直後を舞台に、不思議な縁で結ばれた
若者たちを規格外のエネルギーで描いた
青春群像劇。『ロクヨン』『ヘヴンズストー
リー』の瀬々敬久監督、入魂の大作！

2018 / 日本 / 3h09

瀬々敬久
木竜麻生 / 東出昌大 / 寛一郎 / 韓英恵

ナレーション：永瀬正敏

ミッション：インポッシブル
フォールアウト

8/3 -

３都市を標的にした核爆発計画が発覚し、
イーサン・ハント率いるＩＭＦチームが阻止に
奔走する。猶予はたった72時間。さらにイー
サンを疑うＣＩＡエージェントにも追われるこ
とになり…。究極の不可能に挑め！驚愕ス
タント満載のトム・クルーズ主演スパイアク
ション・シリーズ最新作！

アーリーマン
ダグと仲間のキックオフ！

7/6 -
©2017 Studiocanal S.A.S. and the British Film Institute. All Rights Reserved.

大昔。原始人のダグ少年と仲間たちが、奪
われた故郷を取り戻すため暴君にサッカー
対決を挑む!?『ウォレスとグルミット』『ひ
つじのショーン』の生みの親、ニック・パーク
の最新クレイアニメは100％保証付きの面
白さ！レッドメイン、ヒドルストンなど英国
オールスターな声優陣もスゴイ!!

ウインド・リバー

7/27 -
©2016 WIND RIVER PRODUCTIONS, LLC. ALL RIGHTS RESERVE

極寒の大自然に囲まれたネイティブアメリカ
ンの保留地ウインド・リバーで女性の遺体が
発見される。新人FBI 捜査官ジェーンは地
元のハンターの協力を得て事件を追うが…。

『ボーダーライン』の天才脚本家が荒れ果
てた大地に追いやられた人々の現状を告発
する衝撃の初監督作。

告白小説、その結末

8/3 -

スランプ中の作家デルフィーヌの前に、彼
女のファンを名乗る美女“エル”が現れる。
デルフィーヌはエルを信頼し、共同生活を
始めるが、次第にエルの不可解な言動に翻
弄されるようになり…。彼女は何者なのか？
その目的は？巨匠ポランスキーの老練な演
出術が冴え渡る幻惑のミステリー。

2017 / フランス-ベルギー-ポーランド/ 1h40

ロマン・ポランスキー
エマニュエル・セニエ / エヴァ・グリーン

いつだってやめられる
10 人の怒れる教授たち

7/13 -
©2017 groenlandia srl / fandango srl

不況で大学を追われ、生きるために犯罪
チームを結成した天才科学者たちが、前科
の抹消と引き換えに警察から協力を求めら
れる。目的は新型ドラッグの摘発。教授たち
の頭脳を活かした大奮闘の行方は…。不遇
の高学歴エリートが社会にリベンジ!?イタ
リア発の絶品クライム・コメディ!!

ホン・サンス×キム・ミニ特集

7/27 -
©2017 Jeonwonsa Film Co. All Rights Reserved.

韓国人監督として最も高い世界的評価を確
立するホン・サンスが、『お嬢さん』のキム・
ミニを主演女優に迎えた３作品を一挙上映。

詩季織々

8/4 -
©「詩季織々」フィルムパートナーズ

新海誠監督を世に送り出し、『君の名は。』
も手掛けた制作スタジオによるオムニバス・
アニメ。中国の３都市を舞台に、大切な思い
出を胸に秘めた若者たちの過去と現在を描
く。日本と中国の次世代の才能が３編の監
督を務めるが、いずれも新海作品のように詩
的で美麗な風景描写が印象的。

2018 / 日本 / 1h14

リ・ハオリン / イシャオシン / 竹内良貴
坂泰斗 / 寿美菜子 / 大塚剛央

インサイド

7/13 -
©2016 NOSTROMO PICTURES SL / INSIDE PRODUCCION AIE / GRAND PIANO LLC

交通事故で夫を亡くし、自身も聴覚を失っ
たサラ。お腹の子の誕生だけを支えに暮ら
していたある晩、見知らぬ女が家に侵入し
殺意をもって襲いかかってくる。音のない世
界で逃げきることができるのか。大ヒットを
記録した『ドント・ブリーズ』に次ぐ、シチュ
エーションスリラーの誕生。

2016 / スペイン - アメリカ / 1h29

ミゲル・アンヘル・ビバス
レイチェル・ニコルズ / ローラ・ハリング

ゲティ家の身代金
©2017 ALL THE MONEY US, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

上映中

孫を誘拐された大富豪が身代金の要求を拒否
するが…。巨匠と名優が実在の事件を映画化。

軍中楽園

7/6 -

台湾に実在した軍用娼館の複雑な歴史と人間
模様に光を当てたドラマ。問題作にして傑作！

最初で最後のキス
©2016 Indigo Film - Titanus

7/13 -

イタリアの高校生男女３人の恋、友情、そし
て…。切なくて苦い、美しくて痛い青春物語。

2016 / イタリア / 1h46

イヴァン・コトロネーオ
リマウ・グリッロ・リッツベルガー/ヴァレンティーナ・ロマーニ

焼肉ドラゴン
©2018「焼肉ドラゴン」製作委員会

7/20 -

高度経済成長期、時代に翻弄されながらもた
くましく生きた焼肉屋の一家を描く感動作。

2018 / 日本 / 2h06
真木よう子/井上真央/大泉洋/キム・サンホ

鄭義信

修羅の華
©2017 CINEGURU KIDARI ENTERTAINMENT & SPECIAL PICTURES ALL RIGHTS RESERVED.

7/27 - 8/2

犯罪組織幹部の女が愛憎渦巻く死闘に巻き込
まれ…。壮絶なコリアン・ノワールアクション！

2017 / 韓国 / 1h31

イ・アンギュ
キム・ヘス/イ・ソンギュン/イ・ヒジュン/チェ・ムソン

アメリカン・アサシン
©2018 Lions Gate Films Inc. All Rights Reserved.

6/29 -

テロで恋人を喪い、復讐に燃える青年がCIAに
スカウトされ…。スパイサスペンスの快作！

ダリダ あまい囁き

7/6 -

Ａ・ドロンとのデュエットなどで知られるフ
ランスの国民的歌姫、ダリダの伝記ドラマ。

いただきます
みそをつくる子どもたち

7/13 - 7/19

園児自ら味噌を手作りし、和食給食を実践す
る保育園を取材した食育ドキュメンタリー。

ストリート・オブ・ファイヤー
デジタル・リマスター版

©1984 Universal Studios. All Rights Reserved.

7/21 -

これぞ80年代の青春！一世を風靡したロック
ンロール・ムービーが高画質・高音質で復活 !!

1984 / アメリカ / 1h34

ウォルター・ヒル
マイケル・パレ / ダイアン・レイン

father

7/27 - 8/2

86歳の現役神父、後藤文雄さんのカンボジア
難民児童支援活動を追うドキュメンタリー。

2018 / 日本 / 1h35

古舘寛治渡辺考
後藤文雄

ビューティフル・デイ

6/29 -

失踪した少女と人捜しのプロ、非情な運命が
２人を襲う―。映像美が際立つ衝撃スリラー。

いつだってやめられる
７人の危ない教授たち

©2014 Fandango - Ascent Film Srl

7/6 - 7/12

『10人の怒れる教授たち』の前日譚。失職し
た学者たち７人が犯罪で金儲けを企むが…。

2014 / イタリア / 1h45
エドアルド・レオ/ヴァレリア・ソラリーノ

シドニー・シビリア

犯罪都市
©2017 KIWI MEDIA GROUP & VANTAGE E&M. ALL RIGHTS RESERVED

7/20 -

韓国警察VSマフィアVS中国勢力！『新感染』
のマ・ドンソクが大暴れする痛快アクション !!

四月の永い夢
©WIT STUDIO / Tokyo New Cinema

7/27 -

３年前に死んだ恋人の遺した手紙が女性のも
とに届き…。邦画ファン必見、珠玉のドラマ。

母という名の女
©Lucia Films S. de R.L de C.V. 2017

8/3 -

母とは？母性とは？母娘の不穏な緊張関係を
容赦ない展開で映し出す衝撃のミステリー。

ザ・ビッグハウス

7/13 -

ミシガン州立大のアメフトスタジアムを想田
監督のチームが観察！米国の病巣が見える?!

死の谷間
©2015 Z4Z Film Production UK Ltd. All rights reserved.

7/20 -

放射能汚染された世界。３人の生存者の運命
を描く、Ｍ・ロビー主演の心理サスペンス。

ゲッベルスと私
©2016 BLACKBOX FILM & MEDIENPRODUKTION GMBH

7/27 -

ナチスの中心人物ゲッベルスの秘書を務めた
老女が沈黙を破る。必見のドキュメンタリー。

エヴァ  EVA

8/3 -

謎の娼婦に翻弄され、破滅していく若き作家
の姿を描いたＩ・ユペール主演官能ドラマ。

2018 / フランス / 1h42

ブノワ・ジャコー
イザベル・ユペール/ギャスパー・ウリエル

モリのいる場所
©2018「モリのいる場所」製作委員会

6/30 -

山崎努と樹木希林が画家・熊谷守一夫妻に扮
したドラマ。じんわり心にしみる大推薦作！

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

7/13 -

イ・ビョンホン主演の歴史大作。清に攻め込ま
れた朝鮮の国家存亡をかけた47日間を描く。

ガザの美容室

7/20 -

パレスチナ・ガザの美容室。そこに集まった
女性たちによる、戦争への “抵抗”とは…。

オンネリとアンネリのおうち
©Zodiak Finland Oy 2014. All rights reserved.

7/27 -

仲良し女の子２人が自分たちだけで暮らす家
を買う!? 北欧児童文学をキュートに実写化。

少女邂逅
©2017「少女邂逅」フィルムパートナーズ

8/3 -

孤独な少女と転校生の交流を、新鋭女性監督な
らではの感性で描いた美しく残酷な青春譚。

2018 / 日本 / 1h41

枝優花
保紫萌香/モトーラ世理奈/松浦祐也/松澤匠

SUKITA
刻まれたアーティストたちの一瞬

©2018「SUKITA」パートナーズ

7/6 -

Ｄ・ボウイなどを撮り続けた世界的写真家・鋤
田正義の軌跡をたどるドキュメンタリー。

29歳問題
©2017 China 3D Digital Entertainment Limited

7/13 -

30 歳目前の女性の様々な思い悩みを描き、
熱い共感と感涙を誘う傑作ヒューマンドラマ。

リディバイダー
©2016 REDIVIDER PRODUCTIONS,B.V ALL RIGHTS RESERVED.

7/20 -

地球をコピーした世界で巻き起こる戦いを描く、
未体験レベルの一人称視点SFアクション！

北朝鮮をロックした日
ライバッハ・デイ

©VFS FILMS / TRAAVIK.INFO 2016

7/27 -

北朝鮮に招かれた東欧のカルトバンドの道中
に密着！歴史的なドキュメンタリーの誕生！

2017 / ノルウェー - ラトビア / 1h40

ウギス・オルテ / モルテン・トローヴィク
ライバッハ

サムライと愚か者
オリンパス事件の全貌

©チームオクヤマ／太秦

7/27 - 8/2

大企業オリンパスの損失隠蔽事件とは何だっ
たのか。その内幕を暴くドキュメンタリー。

2015 /ドイツ-フランス-イギリス-日本 他/ 1h19

山本兵衛
山口義正/阿部重夫/マイケル・ウッドフォード

2015 /パレスチナ-フランス-カタール/ 1h24

タルザン・ナサール/アラブ・ナサール 
ヒアム・アッバス/マイサ・アブドゥ・エルハディ

©2014 Honto Production Huayi Brothers Media Ltd. Oriental Digital Entertainment Co., Ltd. 
1 Production Film Co. CatchPlay, Inc. Abico Film Co., Ltd All Rights Reserved

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

2018 / 日本 / 1h39

沖田修一
山﨑努 / 樹木希林 / 加瀬亮 / 青木崇高

2018 / 日本 / 1h55

相原裕美
鋤田正義 / 布袋寅泰 / ジム・ジャームッシュ

カンボジアへ幸せを届けた
ゴッちゃん神父の物語

2017 / アメリカ / 2h13

リドリー・スコット 
ミシェル・ウィリアムズ/マーク・ウォールバーグ

2017 / アメリカ / 1h47

テイラー・シェリダン
ジェレミー・レナー / エリザベス・オルセン

2018 / アメリカ / 時間未定

クリストファー ･ マッカリー
トム・クルーズ / サイモン・ペッグ

TM,®& Copyright©2006 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.©2015 Skydance 
Productions and Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved.©2016 Paramount 

Pictures.©2018 Paramount Pictures. All rights reserved.
©2017 WY Productions, RP Productions, Mars Films, France 2 Cinema, Monolith Films.

 All Rights Reserved.

『それから』
出：クォン・ヘヒョ/キム・ミニ/キム・セビョク
2017 / 韓国/ 1h31

『正しい日 間違えた日』
出：チョン・ジェヨン/キム・ミニ/コ・アソン
2015 / 韓国/ 2h01

『夜の浜辺でひとり』
出：キム・ミニ/ソ・ヨンファ/クォン・ヘヒョ
2017 / 韓国/ 1h41

第 67 回ベルリン国際映画祭
銀熊賞（女優賞） 受賞

グッバイ・シングル

7/20 - 7/26

崖っぷち独身女優、人気回復の秘策は妊娠偽
装 !? キム・ヘス×マ・ドンソク競演コメディ！

2016 / 韓国 / 2h00

キム・テゴン
キム・ヘス / マ・ドンソク

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

ミシガン大学の映画作家たち

©2016 SHOWBOX, HODU&U ENTERTAINMENT AND FILM COMPANY RAM
ALL RIGHTS RESERVED.

©一般社団法人ファザーアンドチルドレン ©2017 MACASSAR PRODUCTIONS - EUROPACORP - ARTE France CINEMA 
- NJJ ENTERTAINMENT - SCOPE PICTURES

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


