
密偵

2016 / 韓国 / 2h20

キム・ジウン
ソン・ガンホ / コン・ユ / イ・ビョンホン

©2016 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

上映中 - 2/2

1920年代、日本統治下の朝鮮。日本
の警察に所属する朝鮮人の男が、独
立運動組織「義烈団」にスパイとし
て接近するが…。名優ソン・ガンホ
と『新感染』のコン・ユが激突！娯楽
映画の達人キム・ジウン監督最新作
は、幾重にも罠が張り巡らされたス
リル満点のスパイ・サスペンス巨編 !!

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
いて…。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。

花筐 HANAGATAMI

©唐津映画製作委員会／ PSC 2017

上映中 - 2/2

1941年春、佐賀県唐津で暮らす叔母
の元に身を寄せる17歳の俊彦は、３
人の学友たちと勇気を試す冒険に興
じながら、女友達とも青春を謳歌して
いた。しかし彼らの純粋で自由な日常
はいつしか戦争の渦に飲み込まれ…。
大林宣彦監督がデビュー作以前に書
いていた幻の脚本を映画化。

2017 / 日本 / 2h49
窪塚俊介/矢作穂香/常盤貴子/満島真之介

大林宣彦 檀一雄 

坂本龍一
PERFORMANCE IN NEW YORK： async

2017 / アメリカ - 日本 / 1h05

スティーブン・ノムラ・シブル 
坂本龍一

©KAB America Inc./SKMTDOC, LLC

上映中 - 2/9

坂本龍一８年ぶりのオリジナルアルバム
「async」リリースを記念し、二夜限定で
開催された幻のNYライブを収録。世界
で200人しか体験できなかった貴重なラ
イブの模様を、5.1chサラウンドで再現！
ピアノやガラス板など駆使し、本人が感じ
るまま演奏したパフォーマンスが響き渡る。
特別料金：2,500 円均一

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

不能犯…思い込みやマインドコント
ロールで相手を殺す犯罪。死因が病
死や自殺、事故に見えるため、立証
不可能。見つめるだけで、相手を死に
追いやる「不能犯」の男（松坂桃李）
と、唯一コントロールできない女刑事

（沢尻エリカ）が繰り広げるスリラー・
エンターテインメント！

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.

2/24 - 3/2

伝説のラッパー、２PACことトゥパッ
ク・シャクールの波乱の生涯を描く
伝記ドラマ。トゥパックはスラムで生
まれ育ち、デビューするや瞬く間にス
ターとなる。しかし、ある日スタジオ
で強盗に襲撃される。九死に一生を
得た彼はノトーリアス・B.I.G.らライ
バルレーベルの犯行を疑うが…。

女神の見えざる手

2016 / フランス - アメリカ / 2h12

ジョン・マッデン
ジェシカ・チャステイン/マーク・ストロング

©2016 EUROPACORP-FRANCE 2 CINEMA

2/17 - 2/23

政治、それはロビイストの陰の活動
によって動かされる世界。銃規制派
のロビイスト会社に移籍したエリザ
ベスは、持ち前の天才的な戦略を駆
使して目的の達成に迫る。しかしそこ
に思わぬ事件が発生し…。ジェシカ・
チャステイン主演で、政治の舞台裏を
リアルに描いた社会派サスペンス。

希望のかなた

2017 / フィンランド / 1h38
シェルワン・ハジ / サカリ・クオスマネン

©SPUTNIK OY, 2017

2/24 - 3/2

アキ・カウリスマキ

シリア内戦を逃れたカリードは、妹を
探してヘルシンキに流れ着く。難民へ
の差別と暴力にさらされるも、レスト
ランオーナーのヴィクストロムと仲間
たちは彼を雇用し、救いの手を差し
伸べるが…。不寛容の時代に抵抗す
るカウリスマキ監督の新たな傑作。

第 67 回ベルリン国際映画祭
銀熊賞（監督賞） 受賞

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

2/17 - 2/23

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がプラ
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
彼女を狙っていて…。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。

ウィー・ラブ・テレビジョン
We Love Television？

2017 / 日本 / 1h50

土屋敏男
萩本欽一 / 田中美佐子 / 河本準一

©2017 日本テレビ放送網

2/10 - 2/16

「電波少年」プロデューサーとして知
られる土屋敏男が監督を務めた“欽
ちゃん”こと萩本欽一のドキュメンタ
リー。かつて視聴率30％以上の番組
を連発した萩本が、再び30％超えを
目指して新番組に取り掛かる。その
様子に長期間密着し、番組制作にか
ける狂気的な執念を炙り出していく。

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

2/10 - 2/16

綿矢りさ

中学の同級生に10年間片思い中の24歳
の会社員ヨシカが会社の同僚に突然、告ら
れる。人生初の出来事に興奮するも、彼を
忘れられないヨシカが暴走する！『ちはや
ふる』で評価された松岡茉優初主演＆今
年の東京国際映画祭で観客から最も愛
された、綿矢りさ原作、大九明子監督作!!

第 30 回東京国際映画祭
観客賞 受賞

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

2/10 - 2/23

デボラ・Ｅ・リップシュタット

ユダヤ人大量虐殺は無かったとするホ
ロコースト否定論者の著書を批判した
ユダヤ人歴史学者が、名誉毀損で提
訴された。裁判で勝つには強力な根
拠に基づいてホロコースト否定論を
崩さねばならない。世界が注目する
法廷闘争の行方は…。事実軽視の風
潮が強まる昨今、必見の実録ドラマ。

2017 / アメリカ / 1h38

ボニー・コーエン / ジョン・シェンク
アル・ゴア

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

死後の世界に興味を抱く５人の医学
生が、わずかの時間だけ心臓を止め
ることで臨死を体験する実験に熱中
する。実験は成功したかに見えたが、
やがて思いも寄らぬ恐ろしい影響が
現れはじめ…。1990年製作の同名映
画を現代風にリメイク。精神的な恐
怖が襲う戦慄のSFサイコスリラー。

猫が教えてくれたこと

2016 / アメリカ / 1h19

ジェイダ・トルン
イスタンブールの猫たち

©2016 Nine Cats LLC

2/3 - 2/9

ヨーロッパとアジアの文化が交わっ
た美しい景観が残るトルコの古都イ
スタンブール。ここで自由気ままに
日々を暮らす７匹の個性豊かな野良
猫たちを主役に、猫と人の心温まる
触れ合いを優しく見つめていく。まる
で猫とイスタンブールに贈られたラブ
レターのようなドキュメンタリー。

2018 / 日本 / 1h59

福澤克雄
阿部寛 / 松嶋菜々子 / 溝端淳平 / 田中麗奈

東野圭吾 

祈りの幕が下りる時
©2018 映画「祈りの幕が下りる時」製作委員会

上映中

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。

1977 / イギリス - 西ドイツ / 2h13

サム・ペキンパー
ジェームズ・コバーン/マクシミリアン・シェル

戦争のはらわた
©1977 Rapid Film GMBH - Terra Filmkunst Gmbh - STUDIOCANAL FILMS Ltd

上映中 - 2/2

第二次世界大戦下のドイツ軍とソ連
軍の壮絶な攻防。追い詰められるドイ
ツ小隊の運命がドラマチックに描かれ
ている。名匠サム・ペキンパーが戦場
のリアリズムを追及し圧倒的な映像
で描いた戦争映画の金字塔。1977年
に公開され今なお色あせない不朽の
名作をぜひ劇場でご覧ください。

羊の木
©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 -

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。

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

2/17 - 2/23

ニール・ゲイマン

内気でパンクが好きな少年エンは、
パーティで不思議な少女ザンと出会
う。音楽やファッションの趣味で共感
した２人はパーティを抜け出すが、異
星人のザンが地球にいられるのはあ
と48時間だけで…。J・C・ミッチェル
監督が描く、70年代のサブカルチャー
で彩られた甘酸っぱい恋物語。

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

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

2/24 - 3/2

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。

コードギアス
反逆のルルーシュ II  叛道

©SUNRISE ／ PROJECT L-GEASS Character Design ©2006-2017 CLAMP・ST

2/10 -

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！

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

不都合な真実２
放置された地球

©2017 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

2/3 - 2/16

環境問題に警鐘を鳴らし、社会現象
にまで発展したドキュメンタリー『不
都合な真実』の続編。前作から10年、
アル・ゴア元米国副大統領は環境保
護への取り組みを必死に訴え続けて
いたが、自然環境の悪化は深刻さを
増している。ゴア氏の闘いと、危機に
瀕した地球の現実に迫った必見作。

オレの獲物はビンラディン

2016 / アメリカ / 1h32

ラリー・チャールズ
ニコラス・ケイジ / ラッセル・ブランド

©2016 AOO Distribution, LLC. All rights Reserved

2/24 - 3/2

熱狂的な愛国者のアメリカ人ゲイリー
は突然受けた“神の啓示”に従い、
911テロの首謀者とされるビンラディ
ンの捕獲を計画。日本刀を携えて単身
パキスタンに乗り込もうとするが…!?

『ボラット』のラリー・チャールズ監督
が仕掛ける仰天の実話コメディ！ニ
コラス・ケイジが怒涛の怪演!!

セントラル・インテリジェンス

2016 / アメリカ / 1h47

ローソン・マーシャル・サーバー
ドウェイン・ジョンソン/ケヴィン・ハート

2/24 - 3/2

冴えない中年会計士カルヴィンの前
に、いじめられっ子だった高校の同
級生ボブがマッチョな姿に生まれ変
わって現れる。CIAを名乗るボブは
組織に追われているらしく、カルヴィ
ンは助けを求められるが…。ドウェイ
ン・ジョンソン主演、全米メガヒット
の凸凹バディアクション・ムービー！

©2016 Universal Pictures, Warner Bros. Entertainment Inc. and RatPac-Dune
Entertainment LLC

2018 / 日本 / 2h06

吉田大八
錦戸亮 / 木村文乃 / 北村一輝 / 優香

山上たつひこ/いがらしみきお

2017 / イギリス - ポーランド / 1h36
ダグラス・ブース / ジェローム・フリン

ゴッホ 最期の手紙

©Loving Vincent Sp. z o.o/ Loving Vincent ltd.

2/24 - 3/9

ドロタ・コビエラ / ヒュー・ウェルチマン

「ひまわり」など多数の名画を残した
画家ファン・ゴッホ。「自殺」とされる
その最期には不可解な真実が隠され
ている。「我々は自分たちの絵にしか
語らせることはできないのだ」。ゴッ
ホの言葉にのっとり、実写映画を６万
枚もの油絵で再現。大胆な手法で偉
大な画家の魂に迫る。

ロダン
カミーユと永遠のアトリエ

©Les Films du Lendemain / Shanna Besson

2/24 - 3/9

1880年代、大作「地獄の門」制作に
取り掛かるロダンのもとに、美しく才
能豊かなカミーユが弟子入り志願に
訪れる。内縁の妻がいながら彼女に
惹かれていくロダンだったが…。名匠
ジャック・ドワイヨンが、「考える人」な
どで知られる“近代彫刻の父”ロダン
の創作と愛憎を描く伝記ドラマ。

2017 / フランス / 2h00

ジャック・ドワイヨン
ヴァンサン・ランドン / イジア・イジュラン

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

少年ジェイクは毎夜同じ夢にうなされ
ていた。ある日、現実世界と夢で見た

《中間世界》と呼ばれる異界が時空を
超えて繋がっている場所を発見。２つ
の世界のバランスを保つ塔《ダークタ
ワー》の守護者【ガンスリンガー】と共
に、タワーの破壊を目論む【黒衣の男】
との壮絶な戦いが始まる。

嘘八百
©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！

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


