
ワンダーストラック

2017 / アメリカ / 1h57

トッド・ヘインズ 
オークス・フェグリー / ジュリアン・ムーア

©2017 AMAZON CONTENT SERVICES LLC

4/6 -

ブライアン・セルズニック

父の秘密を明かさず逝った母が遺し
たメモを手にNYに向かう少年ベン。
その50年前。孤独な少女ローズは
憧れの女優に逢うためにNYに向かっ
た。無声映画からトーキー、白黒から
カラーへ。D・ボウイの名曲に乗せて
トッド・ヘインズが綴る、一条の雷光
が繋ぐ心に優しいファンタジー。

聖なる鹿殺し
キリング・オブ・ア・セイクリッド・ディア

2017 /イギリス-アイルランド/ 2h01

ヨルゴス・ランティモス
コリン・ファレル / ニコール・キッドマン

3/31 -

2017 / アメリカ / 1h45

リー・アンクリッチ
アンソニー・ゴンサレス / ガエル・ガルシア・ベルナル

ジョン・ラセター

©2017 EP Sacred Deer Limited, Channel Four Television Corporation, 
New Sparta Films Limited

ある少年を家に招き入れて以来、突然
子供が歩けなくなるなど、幸せだった
スティーブンの家庭で不可解な出来事
が続発する。一体家族の身に何が？そし
てスティーブンが迫られる究極の選択
とは…!?『ロブスター』の奇才ランティ
モスが放つ不条理サスペンスの怪作。

第 70 回カンヌ国際映画祭
脚本賞 受賞

サファリ

2016 / オーストリア / 1h30

ウルリヒ・ザイドル
ヴェロニカ・フランツ

©Wien 2016 Ulrich Seidl Film Produktion ARTE G.E.I.E. Danish Documentary WDR

4/7 -

アフリカ諸国の一大観光資源であ
る、毛皮や頭だけを目的に動物を狩
猟するレジャー“トロフィー・ハンティ
ング ”。野生動物が合法的に殺されて
いるその実態をオーストリアの鬼才ウ
ルリヒ・ザイドル監督が描く衝撃のド
キュメンタリー。人間の倫理の境界
線、“命の価値”を問いかける。

ハッピーエンド

2017 / フランス-ドイツ-オーストリア/ 1h47

ミヒャエル・ハネケ
イザベル・ユペール/ジャン＝ルイ・トランティニャン

4/21 -

３世帯で暮らすフランスのブルジョア
家族。既に引退している家長のジョ
ルジュは、孫娘エヴの瞳に暗い死の
影を見出していた。ジョルジュはある
衝撃の告白をすることで、彼女の閉
ざされた心をこじ開けようとするのだ
が…。名匠ミヒャエル・ハネケ監督が
投げかける、愛と死の物語。

©2017 LES FILMS DU LOSANGE - X FILME CREATIVE POOL Entertainment GmbH - WEGA 
FILM - ARTE FRANCE CINEMA - FRANCE 3 CINEMA - WESTDEUTSCHER RUNDFUNK - 

BAYERISCHER RUNDFUNK - ARTE - ORF Tous droits reserves

リメンバー・ミー
　　　　アナと雪の女王／家族の思い出

©2018 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

上映中

カラフルで美しい“死者の国”に迷い
込んだミゲル少年。急いで元の世界に
戻らないと家族とは会えなくなるとい
う。ミゲルは帰る方法を探して陽気な
ガイコツと冒険に出るが…。感動的な音
楽が響き渡るディズニー／ピクサー最
新作は、時を越えた家族の絆の物語。

アイ，トーニャ
史上最大のスキャンダル

2017 / アメリカ / 2h00

スティーヴン・ロジャースクレイグ・ギレスピー
マーゴット・ロビー / アリソン・ジャネイ

ミッドナイト・ランナー

2017 / 韓国 / 1h48

キム・ジュファン 
パク・ソジュン / カン・ハヌル

時間回廊の殺人

2017 / 韓国 / 1h40

イム・デウン
キム・ユンジン / オク・テギョン

Copyright ©2017 AI Film Entertainment LLC. All Rights Reserved. ©2017 LOTTE ENTERTAINMENT All Rights Reserved.

©2017 peppermint&Company,Inc. All Rights Reserved.

5/4 - 5/4 -

4/27 -

フィギュアスケート選手トーニャ・ハー
ディングの人生は、オリンピック代表
の座を争うライバルを襲撃した事件で
一変する。スポーツ界を震撼させた大
スキャンダル、その真実が今明らかに！
トーニャの鬼母に扮したアリソン・ジャ
ネイがオスカー受賞も納得の怪演！

警察学校の学生、熱血漢のギジュンと
頭脳派のヒヨルが拉致の現場を目撃
するが、警察の捜査は一向に進まな
い。業を煮やした２人は自ら解決に乗
り出すことに！新米警官（未満）コン
ビ初めての実践捜査の行方は !? 若
手実力派パク・ソジュンとカン・ハヌ
ルＷ主演の凸凹バディムービー!!

夫と息子を殺した罪で逮捕され、無
実を訴えていた女性が、25年後に仮
釈放されて家に帰ってくる。遺体が見
つかっていない息子の手掛かりを探
すためだったが、やがてこの家にまつ
わる驚愕の過去が明らかになってい
き…。「家」と「時間」の謎がうごめく
衝撃のコリアン・ミステリー。

きみへの距離、1 万キロ

2017 / カナダ / 1h31

キム・グエン
ジョー・コール / リナ・エル・アラビ

おみおくり

2018 / 日本 / 1h57

伊藤秀裕
高島礼子 / 文音 / 渡部秀 / 風谷南友

©Productions Item 7-II Inc. 2017

©2018「おみおくり」製作委員会

BPM ビート・パー・ミニット

2017 / フランス / 2h23

ロバン・カンピヨ
ナウエル・ペレーズ・ビスカヤート/アルノー・ヴァロワ

ザ・スクエア 思いやりの聖域

2017 /スウェーデン-ドイツ-フランス-デンマーク/ 2h31

リューベン・オストルンド
クレス・バング / エリザベス・モス

©Celine Nieszawer

4/21 - 4/27 -

4/28 -

4/21 -

ご遺体に死化粧を施し、生前を偲ば
せる姿に戻す女性納棺師の満島と出
会い、亜衣は弟子入りを志願する。そ
れは両親を亡くした悪夢と決別するた
めでもあった。様々な「お別れ」の現
場に触れることで、心の傷を癒し、生
への希望を見出していくふたりの納棺
師を描いたヒューマンドラマ。

アフリカの石油泥棒をアメリカから監
視する青年が、遠隔操作ロボットを通
して美しい女性と出会う。望まぬ結婚
を強いられて思い悩む彼女を助ける
ため、彼が取った大胆な行動とは…。
１万キロを隔てたプラトニックな片想
い。ヴェネツィア映画祭で絶賛を集め
た珠玉のラブストーリー。

HIV／エイズに対する差別や偏見と闘
い、対策を怠る政府・製薬会社に抗議
する活動団体「ACT UP」。90年代初頭
のパリにおけるロバン・カンピヨ監督自
身の実体験を基に、ACT UPの若者たち
の恋、葛藤、そして鮮烈な命のビートを
エモーショナルに活写した青春映画。

現代美術館のキュレーター、クリスティ
アンは、参加型アート「ザ・スクエア」
を発表。現代社会に蔓延するエゴイ
ズムや格差問題に一石を投じる狙い
だったが、ある事件を機に大騒動に
発展してしまう。生きていくことの本質
を痛烈な皮肉と笑いで描く意欲作。

メイド・イン・ホンコン／香港製造
４Ｋレストア・デジタルリマスター版

1997 / 香港 / 1h48

フルーツ・チャン
サム・リー/ネイキー・イム

アイスと雨音

2017 / 日本 / 1h14

松居大悟
森田想 / 田中怜子 / 田中偉登 / 青木柚

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

タクシー運転手
約束は海を越えて

2017 / 韓国 / 2h17

チャン・フン
ソン・ガンホ / トーマス・クレッチマン

©Teamwork Production House Ltd. / Nicetop Independent Ltd.

©「アイスと雨音」実行委員会

©2016 FILM TROOPE, LLC All Rights Reserved ©2017 SHOWBOX AND THE LAMP. ALL RIGHTS RESERVED.

4/14 - 4/20

4/14-

4/14- 4/21 -

アンディ・ラウ

MOROHA

フルーツ・チャンとサム・リーの名を
一躍世に知らしめた香港映画史上不
朽の名作がデジタルリマスター版で
甦る！間近に迫った中国への返還に
揺れる1997年の香港を舞台に、社会
の片隅で生きる少年少女の後戻りで
きない青春を描く。その切迫感は今も
色褪せることなく胸に突き刺さる。

オーディションで選ばれ、初めての演
劇の舞台に意気込む６人の少年少女。
しかし突如上演の中止が言い渡され
る。この現実を受け入れられない彼
らは何とか舞台に立とうとするが…。
松居大悟監督の最新作は、若者たち
の１ヶ月を74分ワンカットで描くとい
う意欲的な試みに挑んだ群像劇。

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。

1980年の韓国。民主化を求めるデモ
が激化し、光州では軍が厳戒態勢を
敷いていた。ソウルのタクシー運転手
マンソプは報酬につられて、外国人
記者を危険な光州に連れていくこと
になるが…。韓国現代史最大の悲劇
“光州事件”を、平凡な市民と記者の
目から描いたソン・ガンホ主演作。

第 90 回アカデミー賞
長編アニメーション賞／主題歌賞 受賞

同時上映
ビッグ・シック
ぼくたちの大いなる目ざめ

2017 / アメリカ / 2h00

マイケル・ショウォルター
クメイル・ナンジアニ / ゾーイ・カザン

©2017 WHILE YOU WERE COMATOSE, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

4/7 -

パキスタン出身のクメイルはアメリカ
人のエミリーと付き合っていたが、母
親に言われるまま同郷の女性とお見
合いをしていたことがバレて破局して
しまう。その数日後、エミリーは原因
不明の病で昏睡状態に。彼女は目覚
めるのか？そのとき２人の未来は？愛
と笑いに溢れた感動の実話。

第 70 回カンヌ国際映画祭
パルムドール 受賞

©2017 Plattform Prodtion AB / Societe Parisienne de Production 
/ Essential Filmproduktion GmbH / Coproduction Office ApS

第 70 回カンヌ国際映画祭
グランプリ 受賞

The Beguiled ／ビガイルド
欲望のめざめ

2017 / アメリカ / 1h33
コリン・ファレル / ニコール・キッドマン

©2017 Focus Features LLC All Rights Reserved

4/7 -

ソフィア・コッポラ

南北戦争時代。女子寄宿学園で暮ら
す７人の女性が、負傷した兵士を学園
に匿って手当てすることに。男子禁制
の聖域に現れた１人の男の存在は、や
がて女たちの抑圧されていた欲望を呼
び覚まし…。ソフィア・コッポラが女性
の暗部をあぶり出した極上のスリラー。

第 70 回カンヌ国際映画祭
監督賞 受賞

修道士は沈黙する

2016 / イタリア - フランス / 1h48

ロベルト・アンドー
トニ・セルヴィッロ/ダニエル・オートゥイユ

©2015 BiBi Film-barbary Films

4/27 -

世界経済の今後を左右するG８財務
相会議の前夜、政財界の大物が謎の
死を遂げる。彼はその直前、修道士の
サルスに告解（罪の告白）をしていた。
殺人の疑いが向けられる中、サルス
は告解の秘密を守るため沈黙を貫く
が…。経済至上主義への鋭い批判も
込められた社会派ミステリーの逸品。

サバービコン 仮面を被った街

Photo Credit: Hilary Bronwyn Gayle©2017 Paramount Pictures. All rights reserved.

5/4 -

白人だけが暮らす50年代アメリカの
住宅街。そこに黒人の一家が引っ越し
てきてから起こり始める異変を、社
会派的な切り口やブラックユーモア
を交えて描く。監督Ｇ・クルーニー、
脚本コーエン兄弟、主演Ｍ・デイモ
ン＆Ｊ・ムーアという目まいのするよ
うな豪華布陣による異色ドラマ。

スローガン

1968 / フランス / 1h28

ピエール・グランブラ
セルジュ・ゲンスブール/ジェーン・バーキン

©1969 HAMSTER FILMS – ORPHEE PRODUCTIONS

4/27 -

セルジュ・ゲンスブール

セルジュ・ゲンスブール＆ジェーン・
バーキンのロマンスのきっかけとなっ
た伝説的な恋愛映画が、ゲンスブー
ル生誕90年を記念してリバイバル！
描かれる恋模様にはうっとり見惚れて
しまうばかりだが、物語上のふたりが
現実のふたりと重なって見えてくるあ
たり、まさに20世紀の神話。

村田朋泰特集 夢の記憶装置

2002 - 2017 / 日本 / 1h20
村田朋泰

©TMC©NHK･NEP･TMC

4/27 -

Mr.Children「HERO」のミュージッ
クビデオなどで知られるコマ撮りパ
ペットアニメ作家・村田朋泰。代表作

『路』シリーズや東日本大震災を機に
制作された最新作『松が枝を結び』
など珠玉の７作品を一挙上映します。
“記憶 ”をテーマにした唯一無二の抒
情的な世界をぜひご堪能ください。

ばぁちゃんロード

2018 / 日本 / 1h29

篠原哲雄
文音 / 草笛光子 / 三浦貴大 / 桜田通

©2018「ばぁちゃんロード」製作委員会

4/14 -

結婚を控えた夏海の心配は祖母のキ
ヨのこと。キヨは骨折してから車椅子
生活になり、元気をなくしていたのだ。
そこで夏海は、結婚式のバージンロー
ドをキヨも一緒に歩くことを提案。そ
の目標に向けて２人はリハビリに励
み始めるが…。祖母思いの孫と孫思
いの祖母が織りなす感動ドラマ。

リビング ザ ゲーム

2016 / 日本 - 台湾 / 1h28

合津貴雄
ももち / 梅原大吾 / ジャスティン・ウォン

©WOWOW / Tokyo Video Center / CNEX Studio

4/14 - 4/20

賞金を懸けて対戦型格闘ゲーム大
会に挑むプロゲーマーたちの実像に
迫ったドキュメンタリー。カリスマ的存
在の梅原大吾や、頂点を目指す気鋭
のももち、アメリカ最強のジャスティ
ン・ウォンらが登場。彼らの熱き戦い
や、社会の偏見に対して抱える葛藤
などを余すところなく映し出す。

アンロック 陰謀のコード

2017 / イギリス / 1h38

マイケル・アプテッド
ノオミ・ラパス / オーランド・ブルーム

©2017 UNLOCKED DISTRIBUTION LIMITED

4/20 -

かつてCIAの尋問のスペシャリスト
だったアリス。現在は一線を退いて
いたが、あるテロ計画阻止のため尋
問官としてCIAに呼び戻される。しか
し、その尋問自体が何者かの罠だっ
た！追われる身となったアリスはテロ
を阻止できるのか!?めまぐるしく展開
する緊迫のサスペンスアクション!!

操作された都市

2017 / 韓国 / 2h07

パク・クァンヒョン
チ・チャンウク / シム・ウンギョン

©2017 CJ E&M CORPORATION, TPS COMPANY ALL RIGHTS RESERVED

4/14 -

冴えないフリーターの青年が何者か
によって殺人犯に仕立てられてしま
う。しかし彼はオンラインゲームの中
では凄腕のリーダー。様々な特技を
持ったゲーム仲間の力を借り、無実を
証明すべく事件の真相に迫っていく。
アイデア満載のアクションに挑戦した
チ・チャンウクの映画初主演作！

ザ・キング

2017 / 韓国 / 2h14

ハン・ジェリム
チョ・インソン / チョン・ウソン

©2017NEXT ENTERTAINMENT WORLD & WOOJOO FILM All Rights Reserved.

4/14 -

欲望のためならどんな犯罪も厭わな
いエリート検事と、彼の影響を受け、
悪の道に染まっていく新人検事。チョ
ン・ウソンとチョ・インソンが演じる
２人の検事の仁義なき権力闘争を、
大統領選挙をはじめとする実際の韓
国現代史を背景に描くセンセーショ
ナルな社会派エンタテインメント！

ザ・シークレットマン

2017 / アメリカ / 1h43

ピーター・ランデズマン
リーアム・ニーソン / ダイアン・レイン

©2017 Felt Film Holdings.LLC

4/7 -

リドリー・スコット

ニクソン大統領を辞任に追い込んだ
ウォーターゲート事件の内部告発者、
その正体はFBI 副長官マーク・フェ
ルトだった。事件の真実を明らかにす
べく闘ったフェルトの姿を、彼の自伝
を基に描いた実録サスペンス。同じく
ニクソン政権期を描いた『ペンタゴ
ン・ペーパーズ』とともに必見！  

2017 / アメリカ / 1h45

ジョージ・クルーニー
マット・デイモン / ジュリアン・ムーア

第 90 回アカデミー賞
助演女優賞 受賞

ダウンサイズ

2017 / アメリカ / 2h15

アレクサンダー・ペイン 
マット・デイモン / クリステン・ウィグ

©2018 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

4/13 -

人口増加問題が深刻化する中、人間
を約13cmに縮小（ダウンサイズ）する
技術が開発された。「小さくなれば少
ない資産でも優雅に暮らせる！」低収
入で苦労していたポール夫妻は縮小
化を決意するが…。ダウンサイズを巡
る人間模様をリアリティ豊かに描いた
マット・デイモン主演コメディ。

君の名前で僕を呼んで

2017 /イタリア-フランス-ブラジル-アメリカ/ 2h12

ルカ・グァダニーノ
ティモシー・シャラメ / アーミー・ハマー

©Frenesy, La Cinefacture

4/27 -

ジェームズ・アイヴォリー

北イタリアの避暑地。17歳のエリオは、
ひと夏を過ごしにアメリカから来た24
歳のオリヴァーと出会い、激しい恋に
落ちる。しかし無情にも夏の終わりが
迫ってきて…。生涯忘れえぬ恋の痛み
と喜びを描いた傑作。新星ティモシー・
シャラメが眩しすぎる存在感を放つ。

第 90 回アカデミー賞
脚色賞 受賞

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


