
生きる街

2018 / 日本 / 2h04

榊英雄
夏木マリ / 佐津川愛美 / イ・ジョンヒョン

©2018「生きる街」製作委員会

3/3 -

千恵子たち４人家族の生活は東日本
大震災によって一変する。漁師の夫は
行方不明になり、娘も息子も心に大き
な傷を負った。そこに、ある韓国人青
年が訪れる。彼は千恵子も知らなかっ
た夫の姿を語りはじめ…。震災からの
再生をテーマに、石巻市で撮影され
た珠玉のヒューマンドラマ。

秋山命

スリー・ビルボード

2017 / アメリカ - イギリス / 1h56
フランシス・マクドーマンド/ウディ・ハレルソン

©2017 Twentieth Century Fox

3 月上映

マーティン・マクドナー

ある田舎町で、娘を殺害された母親が、
事件を解決できない警察を批判する
３枚の巨大看板を立てる。警察や住民
との対立が激しくなっても彼女は屈し
なかったが、事態は思わぬ方向に転が
り出し…。時代を撃ち抜くドラマ性が高
評価を博すアカデミー賞有力候補作。

あなたの旅立ち、綴ります

2016 / アメリカ / 1h48

マーク・ペリントン 
シャーリー・マクレーン/アマンダ・セイフライド

©2016 The Last Word, LLC.All Rights Reserved.

3/3 -

老婦人のハリエットは存命中に訃報
記事を書いてもらおうと考えたが、嫌
われ者の彼女を良く言ってくれる人な
どいないことに愕然。最高の訃報記事
のため、執筆記者のアンと協力して自
分を変えようと奮闘を始めるが…。Ｓ・
マクレーン＆Ａ・セイフライド競演の
ハートフル終活ドラマ。

ベロニカとの記憶

2015 / イギリス / 1h48

リテーシュ・バトラ
ジム・ブロードベント/シャーロット・ランプリング

©2016 UPSTREAM DISTRIBUTION, LLC

3/3 -

ジュリアン・バーンズ

引退生活を送るトニーは、初恋の女
性ベロニカの母からある日記を託さ
れる。若くして自殺した親友や、初恋
の秘密。青春時代を懐かしく振り返
るトニーだが、日記を読み進めるうち、
思い出だと信じていたものが揺らぎ
始める。老いと記憶をめぐる心の旅
路を静謐な筆致で描いた感動作。

星くず兄弟の新たな伝説

2016 / 日本 / 2h08

手塚眞
三浦涼介 / 武田航平 / 荒川ちか / ISSAY 

ピンカートンに会いにいく

2017 / 日本 / 1h26

坂下雄一郎
内田慈 / 松本若菜 / 田村健太郎 / 山田真歩

©2016 星くず兄弟プロジェクト

©松竹ブロードキャスティング

3/3 -

3/3 -

ケラリーノ・サンドロヴィッチ

売れない女優の優子は、夢半ばで解
散した５人組アイドル“ピンカートン”
の元リーダー。再結成しようと20年
ぶりにメンバーを訪ね回るが、つれな
い返事ばかりで…。内田慈・松本若
菜・山田真歩など邦画ファンにはた
まらない名バイプレーヤーが輝く、ア
ラフォー女子の奮闘コメディ！

1985年の『星くず兄弟の伝説』のセ
ルフリメイク作。手塚眞が再びハイ
テンションでキッチュなテクノシネマ
パーティを描く。三浦涼介と武田航
平がこの世界観に絶妙にマッチ。高
木完と久保田しんごはもちろん、夏木
マリ、井上順、野宮真貴に内田裕也
に浅野忠信まで登場する饗宴開幕！

ジュピターズ・ムーン

2017 / ハンガリー - ドイツ / 2h08

マルツェル・レーヴ コルネル・ムンドルッツォ 
メラーブ・ニニッゼ / ゾンボル・ヤェーゲル

2017©PROTON CINEMA - MATCH FACTORY PRODUCTIONS - KNM

3/10 -

訳アリで難民救護キャンプで働く医
師と、そこに運び込まれた空中浮遊す
るシリアの青年。ふたりを取り巻く人々
の思惑・衝突・事件、虚構とリアル。
ほぼCGを使わずに魅惑の映像で描
いたというムンドルッツォ監督とカメラ
のマルツェル・レーヴの名を、映画ファ
ンなら心に刻み込め！

殺人者の記憶法

2017 / 韓国 / 1h58

ウォン・シニョン 
ソル・ギョング / キム・ナムギル

©2017 SHOWBOX AND W-PICTURES ALL RIGHTS RESERVED.

3/10 -

キム・ヨンハ

かつて連続殺人を犯し、現在はアル
ツハイマー病が進行中のビョンスは、
偶然出会ったテジュという青年が殺
人者であることを直感。しかも愛娘が
狙われていることを知り、彼との対決
を決意するが…。記憶の混濁に苦し
む元殺人鬼vs新たな殺人鬼！衝撃
に次ぐ衝撃の傑作クライムスリラー!!

素敵なダイナマイトスキャンダル

2018 / 日本 / 2h18

冨永昌敬
柄本佑 / 前田敦子 / 三浦透子 / 峯田和伸

THE PROMISE 君への誓い

2016 / スペイン - アメリカ / 2h14

テリー・ジョージ
オスカー・アイザック/クリスチャン・ベイル

©2018「素敵なダイナマイトスキャンダル」製作委員会

3/17 -

3/10 -

末井昭

1914年オスマン・トルコ。アルメニア
人の青年ミカエルは、医学生として新
たな生活に胸を躍らせていたが、トル
コでは第一次大戦を機に民族主義が
台頭。アルメニア人への差別と弾圧が
強まっていき…。ホロコーストより20
年も前に発生していた150万人虐殺
の悲劇を描く近代史ドラマ。

『南瓜とマヨネーズ』の冨永昌敬監督
が昭和のカリスマ編集者・末井昭の
半生を映画化。母がダイナマイト自殺
したという壮絶な過去を持つ昭。過激
さが売りの写真雑誌編集者として頭
角を現すが、警察とトラブルになるこ
とも度 で々…。すべての表現者に捧げ
る狂乱の青春グラフィティ！

スリープレス・ナイト

2017 / アメリカ / 1h35

バラン・ボー・オダー
ジェイミー・フォックス/ミシェル・モナハン

©2016 OR Productions LLC. All Rights Reserved.

3/17 -

潜入捜査官のヴィンセントはマフィア
から大量のコカインを強奪。しかし所
有者であるカジノ王の怒りを買い、
最愛の息子をさらわれてしまう。警察
からも追われながら、息子を救うた
め死闘に身を投じていくが…。ジェイ
ミー・フォックス主演のノンストップ・
クライム・アクション！

RAW 少女のめざめ

2016 / フランス - ベルギー / 1h38

ジュリア・デュクルノー
ギャランス・マリリエ / エラ・ルンプフ

©2016 Petit Film, Rouge International, FraKas Productions. ALL RIGHTS RESERVED.

3/17 -

獣医科大学に進学したベジタリアンの
少女が、新入生へのしごきとして無理や
り生肉を食べさせられる。それ以来、原
因不明の精神的・肉体的な異変が続き、
やがて自らの恐るべき本性に気づいて
いく。独創的な美と恐怖が交錯するか
つてないカニバリズム映画の誕生。

ゆれる人魚

2015 / ポーランド / 1h32

アグニェシュカ・スモチンスカ
キンガ・プレイス/ミハリーナ・オルシャンスカ

©2015WFDIF, TELEWIZJA POLSKA S.A, PLATIGE IMAGE

3/24 -

1980年代のポーランド。とあるナイト
クラブでスターが誕生した。それは
ダンスと歌で魅了する“人魚”の姉妹
だった。しかし姉のシルバーが人間の
男に恋をしたからさあ大変！なぜな
ら人魚にとって人間は“餌”でしかな
いはずで…。ポーランド発のホラー・
ファンタジー・ミュージカル！

ニワトリ★スター

2017 / 日本 / 2h15
井浦新 / 成田凌 / 紗羅マリー / 津田寛治

©映画『ニワトリ★スター』製作委員会

3/24 -

かなた狼

風変わりな住人ばかりが集まったア
パートで共同生活する草太と楽人。
大麻の売人をしたり、冴えないなりに
気ままで楽しい生活を送っていたが、
やがて予測不能の運命に巻き込まれ
ていく。一筋縄ではいかないキャラク
ターたちが織りなす、クレイジーな青
春バイオレンスファンタジー。

アウトサイダーズ

2016 / イギリス / 1h39

アダム・スミス
マイケル・ファスベンダー/ブレンダン・グリーソン

悪女／AKUJO

2017 / 韓国 / 2h04

チョン・ビョンギル 
キム・オクビン/シン・ハギュン/ソンジュン

©2017 NEXT ENTERTAINMENT WORLD & APEITDA. All Rights Reserved.

3/24 - 3/24 -

ユン・ビョンシク 

殺人を犯した女が国家の暗殺者にな
るという、韓国版『ニキータ』。『殺人
の告白』のカーチェイスで括目したが、
スタントマン出身のチョン・ビョンギ
ル監督にしか撮れない、見たことのな
い超絶アクション映画。ほぼスタント
なしで演じた美しいキム・オクビンの
アクションも必見！

犯罪一家の跡継ぎとして数々の悪事
に加担してきたチャドは、息子たちの
ため家業から足を洗うことを考えてい
た。しかし、一家を支配する父の命令
で起こした強盗が大事件として報道
されてしまい…。実話を基に製作さ
れた、悪しか知らず生きてきた男たち
のクライム・ノワール。

チェリーボーイズ

2018 / 日本 / 1h53

西海謙一郎
林遣都/栁俊太郎/前野朋哉/池田エライザ

©古泉智浩／青林工藝舎・2018 東映ビデオ／マイケルギオン

3/31 -

古泉智浩

恋も仕事もうまくいかない25歳のボ
ンクラ３人組が“脱・童貞”を目指し
て奮起するが…。情けなくて愛おしい
チェリーボーイズの悪戦苦闘の結末
は!?『アズミ・ハルコは行方不明』の
松居大悟による脚本で古泉智浩の人
気コミックを実写化。バカバカしさと
共感に溢れた性春ラプソディ！

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。

ウィンストン・チャーチル
ヒトラーから世界を救った男

2017 / イギリス / 2h05

ジョー・ライト
ゲイリー・オールドマン/クリスティン・スコット・トーマス

©2017 Focus Features LLC. All Rights Reserved.

3/30 -

第２次大戦初期、フランスを侵略した
ナチスドイツはイギリスにも侵攻しつ
つあった。ヒトラーに屈するのか、抗戦
するのか。英国首相チャーチルは世界
の命運を左右する決断を迫られ…。
首相就任からダンケルクの戦いまで、
チャーチルの27日間を描く史実ドラマ。

2017 / アメリカ / 1h45

マイケル・グレイシー
ヒュー・ジャックマン / ザック・エフロン

グレイテスト・ショーマン
©2017 Twentieth Century Fox Film Corporation

上映中

『レ・ミゼラブル』のヒュー・ジャックマ
ンが魅せる新たな傑作ミュージカル！
かつてないショーの創作に情熱を燃
やした実在の興行師“地上で最も偉
大なショーマン”Ｐ・Ｔ・バーナム。その
波瀾の人生を、『ラ・ラ・ランド』チー
ムによる珠玉の音楽に乗せて描く。

第 75 回ゴールデングローブ賞 
最優秀主題歌賞 受賞

第 75 回ゴールデングローブ賞 
作品賞／主演女優賞／助演男優賞／脚本賞 受賞

ジュリー・ガイエ

ドリス・ヴァン・ノッテン
ファブリックと花を愛する男

2016 / ドイツ - ベルギー / 1h33
ドリス・ヴァン・ノッテン/アイリス・アプフェル

©2016 Reiner Holxemer Film - RTBF - Aminata bvba - BR - ARTE

3/3 -

ライナー・ホルツェマー 

世界のセレブから愛されるファッショ
ンデザイナー、ドリス・ヴァン・ノッテ
ン。服や流行に対する思い、独創的な
ショー、そして発想の基になっている
アントワープの邸宅などを取材。公
私共に支え合うパートナーや愛犬な
ど、意外な一面も垣間見られる、ドリ
ス自身に魅せられるドキュメント。

©2016 THE PROMISE PRODUCCIONES AIE-SURVIVAL PICTURES,LLC. 
ALL Right Reserved.

©BFI, CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION AND TRESPASS AGAINST
US LIMITED 2015

第 69 回カンヌ国際映画祭
批評家連盟賞 受賞

トム・ローランズ

ナチュラルウーマン

2017 / チリ-アメリカ-ドイツ-スペイン/ 1h44

セバスティアン・レリオ
ダニエラ・ヴェガ / フランシスコ・レジェス

3/24 -

68 キル

2017 / アメリカ / 1h35

トレント・ハーガ 
マシュー・グレイ・ガブラー/アナリン・マコード 

©2016 CHIP THRILLS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED

3/24 -

最愛の恋人が急死し、悲しみに暮れる
トランスジェンダーの歌手マリーナ。
葬儀への参列さえも拒まれるなど、容
赦ない差別や偏見にさらされるが…。
世界が注目する“新人女優”ダニエ
ラ・ヴェガが主人公を熱演。自分らし
く、誇り高く生きる姿が熱く胸を打つ。

気が弱く優しい青年が恋人に言われ
るまま犯罪チームに加わってしまった
ことで運命が狂い出していくクライム
ムービー。サウス・バイ・サウスウエ
ストで観客賞に輝き、面白さが口コミ
で広がり、公開規模がどんどん広がっ
ている“バーフバリ型”ヒット作。映画
ファン必見です！！

ロープ 戦場の生命線

2015 / スペイン / 1h46

フェルナンド・レオン・デ・アラノア
ベニチオ・デル・トロ / ティム・ロビンス

ウイスキーと２人の花嫁

2016 / イギリス / 1h38

ギリーズ・マッキノン
グレゴール・フィッシャー/ナオミ・バトリック

©2015, REPOSADO PRODUCCIONES S.L., MEDIAPRODUCCION S.L.U.

©WhiskyGaloreMovieLimited2016

3/24 -

3/31 -

国際援助活動家という“名もなき英
雄たち”の戦いを描いたヒューマンド
ラマ。1995年、停戦直後のバルカン
半島のある村で井戸に死体が投げ込
まれ、水が使えなくなってしまう。「国
境なき水と衛生管理団」が死体を引
き上げるためのロープを求めて危険
地帯をさまようことになるが…。

スコットランド・トディー島の住民は
みんなウイスキーが大好き。しかし戦
争で配給が止まってしまい、結婚式
もできないありさまに。そんなとき、
大量のウイスキーを積んだ船が近く
で座礁。これ幸いとウイスキーを運
び出そうとするが…。ミラクルな実話
を映画化したハッピーコメディ！

欲望の翼 デジタルリマスター版

1990 / 香港 / 1h35

ウォン・カーウァイ
レスリー・チャン / マギー・チャン

©1990 East Asia Films Distribution Limited and eSun.com Limited. All Rights Reserved.

3/17 -

クリストファー・ドイル

60年代の香港を舞台に、孤独を抱え
行き場のない気持ちをもてあます若
者たちの姿を描いた群像劇。肌に纏
わりつく濃密な湿気と哀愁漂うラテン
音楽が心に残る。今は亡きレスリー・
チャンの魅力が全開したウォン・カー
ウァイ監督初期の傑作。日本では13
年ぶりとなる公開！お見逃しなく！

©2017 ASESORIAS Y PRODUCCIONES FABULA LIMITADA; PARTICIPANT PANAMERICA, 
LCC; KOMPLIZEN FILM GMBH; SETEMBRO CINE, SLU; AND LELIO Y MAZA LIMITADA

第 67 回ベルリン国際映画祭
銀熊賞（脚本賞）受賞

第 75 回ゴールデングローブ賞
男優賞（ドラマ）受賞

松居大悟

ロング，ロングバケーション

2017 / イタリア / 1h52

パオロ・ヴィルズィ
ヘレン・ミレン / ドナルド・サザーランド

©2017 Indiana Production S.P.A.

3/10 -

アルツハイマー病の夫と末期がんの
妻が、お気に入りの音楽と思い出の
８ミリを携えて旅に出る。目的地は夫
が敬愛する作家ヘミングウェイの家。
そんな人生最後の冒険は、50年連れ
添って歩んだ軌跡をたどり直す旅と
なり…。人生のクライマックスを陽気
に祝福する感動のロードムービー。

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 -

リメンバー・ミー
©2018 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

3/16 -

2017 / アメリカ / 1h45

リー・アンクリッチ
石橋陽彩/藤木直人/松雪泰子/橋本さとし

ジョン・ラセター

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。

第 75 回ゴールデングローブ賞
アニメーション作品賞 受賞

©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

同時上映『アナと雪の女王／家族の思い出』

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


