
ダークタワー

2017 / アメリカ / 1h35

ニコライ・アーセル
イドリス・エルバ / マシュー・マコノヒー

The Dark Tower and all associated characters TM &©2017 MRC. The Dark Tower, the movie ©2017 CPII and MRC. All Rights Reserved.

上映中

スティーヴン・キング

ニューヨークに暮らす少年ジェイク
は、毎夜同じ夢に悩まされている。異
界の地「中間世界」で、世界の支柱

「タワー」をめぐり、銃使いローランド
と魔道士ウォルターの壮絶な戦いが繰
り広げられているのだが…。スティー
ヴン・キングが執筆に約30年を要し
た同名小説シリーズ、待望の映画化！

祈りの幕が下りる時

2018 / 日本 / 1h59

福澤克雄
阿部寛 / 松嶋菜々子 / 溝端淳平 / 田中麗奈

©2018 映画「祈りの幕が下りる時」製作委員会

上映中

東野圭吾 

東京のあるアパートで発見された絞
殺死体。事件の鍵を握るのは、美しき
舞台演出家・浅居博美。しかし彼女
には確かなアリバイがあった。捜査を
進めるうちに、ある事実が加賀を激し
く動揺させる。それは加賀の母の失
踪の謎に繋がっていた―。『新参者』
シリーズ完結！感動のフィナーレへ。

ユダヤ人を救った動物園
アントニーナが愛した命

2017 / チェコ - イギリス - アメリカ / 2h07

ニキ・カーロ
ジェシカ・チャステイン/ダニエル・ブリュール

©2017 ZOOKEEPER’S WIFE LP. ALL RIGHTS RESERVED.

上映中 - 2/2

1939年９月、ドイツ軍によるポーラン
ド侵攻が始まった。多くのユダヤ人
が連行される中、動物園を営むヤン
とアントニーナは、彼らを救出し地下
の檻に匿うことに。しかし園内には常
にドイツ兵の監視の目が向けられて
いた。深い愛と強い信念で300人も
の命を救った実在の夫婦の物語。

全員死刑

2017 / 日本 / 1h38

小林勇貴
間宮祥太朗/毎熊克哉/六平直政/入絵加奈子

©2017「全員死刑」製作委員会

上映中 - 2/2

ヤクザ一家に生まれたタカノリは家族
を借金苦から救うため、兄とともに現
金強奪を企てる。だが、あまりにお粗
末な計画だったために、一人を殺害。
家族はさらに暴走していく。一家四
人全員に死刑判決が下った事件を
破天荒なエネルギーで描く、愚かでイ
カれた破滅への三日間。

ディストピア パンドラの少女

2016 / イギリス - アメリカ / 1h51

コーム・マッカーシー
セニア・ナニュア / ジェマ・アータートン

©Gift Girl Limited / The British Film Institute 2016

上映中 - 2/2

ウィルス感染により人類の大半が凶
暴な「ハングリーズ」と化した未来。
生き残った人々はウィルスと共生す
る「セカンドチルドレン」からワクチン
を作る研究を続けていた。そんな中、
特に高い知能を持つセカンドチルド
レンの少女が現れる。彼女の存在は
人類の希望か、それとも…。

ネルーダ
大いなる愛の逃亡者

2016 /チリ-アルゼンチン-フランス-スペイン/ 1h48

パブロ・ラライン
ルイス・ニェッコ / ガエル・ガルシア・ベルナル

2/3 - 2/9

1971年にノーベル文学賞を受賞した
チリの国民的文学者パブロ・ネルー
ダは、その思想ゆえに生涯の大半を
政府から追われる逃亡生活に費やし
た。彼を追う警官ペルショノーを語り
部に、執筆の糧となった逃亡生活の
ある一年とその人間性、代表作「大い
なる歌」の背景に鋭く迫る意欲作。

by Diego Araya©Fabula, FunnyBalloons, AZ Films, Setembro Cine, WilliesMovies, A.I.E. Santiago de Chile, 
2016©Fabula, FunnyBalloons, AZ Films, Setembro Cine, WilliesMovies, A.I.E. Santiago de Chile, 2016

プラハのモーツァルト
誘惑のマスカレード

2016 / イギリス - チェコ / 1h43

ジョン・スティーブンソン
アナイリン・バーナード/モーフィッド・クラーク

©TRIO IN PRAGUE 2016

2/3 - 2/9

1787年、オペラ「フィガロの結婚」で
注目を集めていたモーツァルトはプ
ラハに招かれる。そこで美貌のオペラ
歌手と恋に落ちるが、パトロンの男爵
も彼女を狙っていた。史実から得た
着想を膨らませ、愛と陰謀渦巻くモー
ツァルトの危険な三角関係を描いた

「ドン・ジョヴァンニ」誕生秘話。

勝手にふるえてろ

2017 / 日本 / 1h57

大九明子 
松岡茉優 / 渡辺大知 / 石橋杏奈 / 北村匠海

©2017 映画「勝手にふるえてろ」製作委員会

2/3 - 2/9

綿矢りさ

絶滅した動物をこよなく愛する24歳
のOLヨシカには彼氏が二人いる。中
学時代から脳内片想い中の「イチ」と、
会社の同期「ニ」。理想と現実、どちら
も欲しいし、どちらも欲しくない。ひね
くれで夢見がちなヨシカの恋の行方
はいかに！松岡茉優の魅力が炸裂す
る暴走ラブコメディ。

フラットライナーズ

2017 / アメリカ / 1h50

ニールス・アルデン・オプレヴ
エレン・ペイジ / ディエゴ・ルナ

2/3 - 2/16

心臓を一時的に停止し臨死を体験す
る実験に熱中する医学生たち。３分、
５分と競い合うように停止時間を延
ばしていくが、そこには思いもよらない
代償が待ち受けていた。医学と技術
の進歩に伴い、1990年製作のオリジ
ナル版を現代風にリメイクしたサスペ
ンスホラー。

羊の木

2018 / 日本 / 2h06

吉田大八
錦戸亮 / 木村文乃 / 北村一輝 / 優香

©2018「羊の木」製作委員会 ©山上たつひこ いがらしみきお／講談社

2/3 -

山上たつひこ/いがらしみきお

さびれた港町に移住してきた見知ら
ぬ６人の男女。その受け入れを支援
する市役所職員・月末は、全員に殺人
歴があることを知ってしまう。彼らは
生活に馴染んでゆくが、ある事故を機
に町に波紋が広がっていく。善と悪、
普通と異常、人間の境界に深く踏み
込む吉田大八監督最新作。

不能犯

2018 / 日本 / 1h46

白石晃士
松坂桃李/沢尻エリカ/新田真剣佑/間宮祥太朗

©宮月新・神崎裕也／集英社　2018「不能犯」製作委員会

2/1 -

宮月新 / 神崎裕也

都会の真ん中で変死事件が続発し、
そこでは必ず黒いスーツの男が目撃
されていた。警察は彼の身柄を拘束
して取り調べるが…。思い込みやマ
インドコントロールなど立証できない
手段で相手を殺害する「不能犯」の
男と、彼を追う女刑事の対決を描くス
リラー・エンターテインメント。

マンハント

2017 / 中国 / 1h50

ジョン・ウー
チャン・ハンユー/福山雅治/チー・ウェイ

©2017 Media Asia Film International Ltd. All rights Reserved

2/9 -

西村寿行 

国際弁護士であるドゥ・チウは、何者か
にハメられ突如として殺人事件の容
疑者に。逃走する彼を追う大阪府警の
敏腕刑事・矢村は、次第にこの事件に
違和感を覚え始める。故･高倉健主演
の『君よ憤怒の河を渉れ』を巨匠ジョ
ン・ウー監督がリメイク。オール日本
ロケのサスペンス･アクション超大作！

否定と肯定

2016 / イギリス - アメリカ / 1h50

ミック・ジャクソン
レイチェル・ワイズ/トム・ウィルキンソン

©DENIAL FILM, LLC AND BRITISH BROADCASTING CORPORATION 2016

2/17 - 2/23

デボラ・Ｅ・リップシュタット

歴史学者のリップシュタットは、ホロ
コースト否定論者アーヴィングを自
著で批判し、名誉棄損で提訴される。
訴えられた側に立証責任がある英国
の司法制度で、歴史の真実を追求す
る裁判が始まるが…。フェイクニュー
スの氾濫や事実軽視の現代の風潮に
警鐘を鳴らす、必見の実録ドラマ。

最低。

2017 / 日本 / 2h01

瀬々敬久
森口彩乃/佐々木心音/山田愛奈/高岡早紀

©2017 KADOKAWA

2/10 - 2/16

紗倉まな

日常に耐えきれず新しい世界の扉を
開く主婦、家族に内緒でAV女優とし
て多忙な生活を送る専門学生、奔放
な母親に振り回される女子高生。どう
にもならない現実を前に、それでも自
分らしく生きようとする女性たちの姿
を力強く描いた、AV女優・紗倉まな
の衝撃作を瀬々敬久監督が映画化。

女の一生

2016 / フランス / 1h59

ステファヌ・ブリゼ
ジュディット・シュムラ/ジャン＝ピエール・ダルッサン

©TS PRODUCTIONS (PHOTO MICHAEL CROTTO) -AFFICHE NUITDECHINE

2/10 - 2/16

ギィ・ド・モーパッサン

男爵家の清純で世間知らずな一人
娘ジャンヌは、親の勧めで子爵のジュ
リアンと結婚。だが、度重なる夫の浮
気や母の死、息子の裏切りに、ジャン
ヌの人生に対する夢は打ち砕かれて
いく。格調高い古典文学の名作を見
事に現代に蘇らせた、『母の身終い』
のステファヌ・ブリゼ監督作。

オール・アイズ・オン・ミー

2017 / アメリカ / 2h19

ベニー・ブーム
ディミートリアス・シップ・Ｊｒ/カット・グレアム

©2017 Morgan Creek Productions, Inc.

2/17 - 2/23

25歳の若さで凶弾に倒れた伝説の
ラッパー２PACの波乱の生涯を描く
伝記ドラマ。スラムで生まれ育ち瞬く
間にスターとなった２PACは、レコー
ディング中に何者かに襲撃される。ノ
トーリアス・B・I・G やライバルレーベ
ルの関与疑惑は、西海岸vs東海岸の
泥沼の抗争へと肥大化していくが…。

彼女が目覚めるその日まで

2016 / カナダ - アイルランド / 1h29

ジェラルド・バレット
クロエ・グレース・モレッツ/トーマス・マン

©2016 On Fire Productions Inc.

2/24 - 3/2

スザンナ・キャハラン

仕事も恋も順調だった若手記者のス
ザンナは、物忘れがひどくなり、幻覚や
幻聴に悩まされるようになる。次第に
自分を見失い、精神科への転院を勧
められるが、両親と恋人は諦めずに支
え続けた。2007年に認定された「抗
NMDA受容体脳炎」と闘った壮絶な
手記を、鬼気迫る演技で映画化。

パーティで女の子に
話しかけるには

2017 / イギリス - アメリカ / 1h43

ジョン・キャメロン・ミッチェル 
エル・ファニング / アレックス・シャープ

©COLONY FILMS LIMITED 2016

2/24 - 3/2

ニール・ゲイマン

1977年、ロンドン。内気なパンク少年
のエンは、パーティで異星人の少女ザ
ンと恋に落ちる。彼女が地球にいられ
るのは48時間。そんなルールに反旗
を翻すべく、二人は大胆な逃避行に
出ることに。『ヘドウィグ～』に続き、は
み出し者たちに温かい愛を注ぐＪ・Ｃ・
ミッチェル監督の新たな傑作。

ゴーギャン タヒチ、楽園への旅

2017 / フランス / 1h42

エドゥアルド・デルック
ヴァンサン・カッセル / マリック・ジディ

©MOVE MOVIE - STUDIOCANAL - NJJ ENTERTAINMENT

2/24 - 3/2

1890年代、生活が困窮し、画業も行
き詰ったゴーギャンは、パリに見切り
をつけて南太平洋のタヒチに渡る。そ
の楽園のような島で、恋に落ちた現地
の美女をモデルとして精力的に創作
に打ち込むが…。19 世紀フランスを
代表する画家、ポール・ゴーギャンの
タヒチ時代を描く伝記ドラマ。

嘘八百

2018 / 日本 / 1h45

足立紳 / 今井雅子武正晴
中井貴一 / 佐々木蔵之介 / 友近 / 森川葵

©2018「嘘八百」製作委員会

2/24 - 3/9

茶と商人の街、堺。イカサマ古物商と
落ちぶれた陶芸家の冴えない骨董コ
ンビが“幻の利休の茶器”で一発逆
転の大勝負を仕掛ける。家族や大御
所鑑定士も巻き込んだ騙し合いは思
わぬ大騒動に発展し…。『百円の恋』
監督・脚本家が中井貴一＆佐々木蔵
之介主演で贈る初笑い開運コメディ！

目撃者  闇の中の瞳

2017 / 台湾 / 1h57

チェン・ウェイハオ
カイザー・チュアン / シュー・ウェイニン

©Rise Pictures Co.,Ltd. All Rights Reserved.

2/17 - 2/23

劇場版 Infini -T Force
ガッチャマン さらば友よ

2018 / 日本 / 時間未定

松本淳
関智一 / 櫻井孝宏 / 鈴村健一 / 斉藤壮馬

©タツノコプロ／ Infini-T Force 製作委員会

2/24 -

タツノコプロ 

タツノコプロのヒーロ―が集結した
TVアニメの劇場版。時空を超えて現
代の渋谷に降り立ったガッチャマン×
ポリマー×テッカマン×キャシャーン。
彼らの前に青いマントと黒いスーツ
を身にまとった、あの“友”が現れる。
果たして敵か、味方か―？伝説のヒー
ローたちの新たな戦いがはじまる！

新聞記者のシャオチーは、購入した
車が９年前の当て逃げ事件の被害者
の持ち物であることを知り、独自に調
査を開始。だが、関係者たちの証言
は食い違っており、欲望と妄執の渦巻
く悪夢に巻き込まれてゆく。ラストの
瞬間まで観客の背筋を逆なでし続け
る、台湾発のサスペンススリラー。

空海−KU-KAI− 
美しき王妃の謎

2017 / 中国 - 日本 / 2h12 予定

チェン・カイコー
染谷将太/ホアン・シュアン/阿部寛/松坂慶子

©2017 New Classic Media, Kadokawa Corporation, Emperor Motion Pictures, Shengkai Film

2/24 -

夢枕獏

遣唐使として海を渡った若かりし日
の空海と、中国が誇る稀代の詩人・白
楽天。長安で出会った二人は都を震
撼させる怪事件を探り始める…。名
匠チェン・カイコーのもと日中を代表
する豪華俳優陣と一流のスタッフが
集結。未曾有のスケールで贈る極上
の歴史エンターテインメント巨編。

コードギアス
反逆のルルーシュ II  叛道今夜、ロマンス劇場で

2018 / 日本 / 1h48

武内英樹
綾瀬はるか/坂口健太郎/本田翼/北村一輝

©SUNRISE ／ PROJECT L-GEASS Character Design ©2006-2017 CLAMP・ST©2018 映画「今夜、ロマンス劇場で」製作委員会

2/10 -2/10 -

映画監督を目指す青年・健司は、通
い慣れた映画館ロマンス劇場で、モノ
クロ映画から出てきたお姫様・美雪
と出会う。モノクロの世界しか知らな
い彼女にカラフルな現実世界を案内
するうち二人は惹かれ合っていくが、
美雪には人のぬくもりに触れると消
えてしまうという秘密があった。

仮面の反逆者ゼロとして、反ブリタニ
ア勢力・黒の騎士団を増強していくル
ルーシュ。第３皇女ユーフェミアの騎
士に任じられたスザク。それぞれ力
をつけていく二人だったが、行政特区

「日本」の発足を機に、運命の転機が
訪れる―。人気TVアニメ『コードギ
アス』劇場版、波乱の第２部が開幕！

ダンシング・ベートーヴェン

2016 / スイス - スペイン / 1h23

アランチャ・アギーレ
ジル・ロマン / ズービン・メータ

上映中 - 2/2

2014年に再演された、故モーリス・ベ
ジャール振付「第九交響曲」。ベジャー
ル・バレエ団と東京バレエ団、世界的
指揮者ズービン・メータ率いるイス
ラエル・フィル競演の舞台裏に迫る。
それぞれの想いは歌に、踊りに、生き
ることそのものへと昇華し、生命の賛
歌を高らかに謳い上げる！

ノクターナル・アニマルズ

2016 / アメリカ / 1h56

トム・フォード
エイミー・アダムス/ジェイク・ギレンホール

©Universal Pictures

2/10 - 2/16

裕福に暮らすスーザンのもとに、20年
前に離婚した元夫から彼が書いた小
説が届く。その暴力的な内容に衝撃
を受けるも、非凡な才能を読み取った
スーザンは彼との再会を望むように
なるが…。息を呑むように美しく強烈
なビジュアルで、人間の深層心理を暴
くトム・フォード監督第二作。

©Fondation Maurice Bejart, 2015©Fondation Bejart Ballet Lausanne, 2015

2018 / 日本 / 時間未定

谷口悟朗
福山潤 / 櫻井孝宏 / ゆかな / 小清水亜美

はじめてのおもてなし

2016 / ドイツ / 1h56

サイモン・バーホーベン
センタ・バーガー/ハイナー・ラウターバッハ

2/24 - 3/2

妻の突然の宣言により、難民の青年
を受け入れたハートマン夫妻。だが、
文化の違いや偏見から大騒動に発展
してしまう。壊れかけの家族と、天涯
孤独の青年は平和な明日を手に入れ
ることができるのか。難民問題に揺れ
るドイツの実情をユーモアたっぷりに
描くハートフルコメディ。

©2016 WIEDEMANN & BERG FILM GMBH & CO. KG / SENTANA FILMPRODUKTION GMBH 
/ SEVENPICTURES

ビジランテ

2017 / 日本 / 2h05

入江悠
大森南朋/鈴木浩介/桐谷健太/篠田麻里子

©2017「ビジランテ」製作委員会

2/17 - 2/23

父の死を機に三兄弟が久しぶりに再
会する。しかしまったく異なる人生を
歩んできた三人は、それをきっかけに
欲望とプライドが激突する凄惨な運
命に身を投じてゆく。大森南朋・鈴木
浩介・桐谷健太が三兄弟を熱演。入
江悠監督渾身のオリジナル脚本によ
る衝撃のバイオレンス・ノワール。

ソフィア・コッポラの椿姫

2016 / イタリア / 2h21

ソフィア・コッポラ
フランチェスカ・ドット/アントニオ・ポーリ

©Yasuko Kageyama

2/17 - 2/23

ヴェルディの名作オペラ「椿姫」をソ
フィア・コッポラが演出した2016年
のローマ公演を映像化。ヴァレンティ
ノ・ガラヴァーニの衣装や、『ダークナ
イト』の美術監督ネイサン・クロウリー
による舞台美術など、モダンとクラシッ
クが融合した豪華絢爛な夢の舞台。
一般 3000 円／学生 2500 円

ヴァレンティノ・ガラヴァーニ

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


