
ナミヤ雑貨店の奇蹟

2017 / 日本 / 2h09

東野圭吾廣木隆一
山田涼介/西田敏行/尾野真千子/村上虹郎

©2017「ナミヤ雑貨店の奇蹟」製作委員会

上映中

東野圭吾作品史上、最も泣ける感動
作が映画化！一軒の廃屋「ナミヤ雑貨
店」に忍び込んだ幼馴染の青年３人
のもとに、32年前に書かれた悩み相
談の手紙が届く。彼らは戸惑いながら
も、当時の店主に代わり返事を書くこ
とに。隠された繋がりが明らかになる
時、感動と衝撃のラストが待ち受ける。

レゴ® ニンジャゴー 
ザ・ムービー

2017 / アメリカ / 時間未定

チャーリー・ビーン 
山寺宏一 / 沢城みゆき / 出川哲朗

©2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED.

9/30 -

世界中に吹き荒れるレゴ旋風の中、
あの超人気アニメが映画になった！
平和な街に現れた最強の敵・ガーマ
ドンを倒すべく集まったのは、やる気
満々だけど修行不足な６人のニン
ジャたち。新型メカとそれぞれの必
殺技を駆使し、力を合わせて悪に立
ち向かう！さあ出番だ、ヒーローたち！

NEWシネマ歌舞伎 四谷怪談

2017 / 日本 / 1h58

串田和美
中村獅童/中村勘九郎/中村七之助/中村扇雀

©明緒

9/30 -10/20

鶴屋南北の『東海道四谷怪談』を新
解釈で再構築した人気演目がシネマ
歌舞伎に。伊右衛門や直助権兵衛ら、
欲望のままに生きる男たちに翻弄さ
れる、お袖やお岩ら女の哀しき運命の
物語。現代と江戸時代が激しく交差
し、人間の欲や弱さ、恐ろしさを描く。
一般 2,100 円／学生・小人 1,500 円

スクランブル

2017 / フランス - アメリカ / 1h34

アントニオ・ネグレ 
スコット・イーストウッド/フレディ・ソープ

上映中

高級クラシックカー専門強盗団、フォ
スター兄弟。彼らは62年型フェラー
リ250GTOを1週間で盗むよう命じ
られるが、持ち主と依頼人は敵対す
る凶悪マフィアだった―。『96時間』

『ワイルド・スピード』製作陣による、
盗みのプロ達の計画が交錯≪スクラ
ンブル≫する最新作！

©2016 OVERDRIVE PRODUCTIONS –KINOLOGY– TF1 FILMS PRODUCTION 
–NEXUS FACTORY

鶴屋南北

あさひなぐ

2017 / 日本 / 1h45

英勉
西野七瀬/桜井玲香/松村沙友理/白石麻衣

©2017 映画「あさひなぐ」製作委員会 ©2011 こざき亜衣／小学館

上映中

こざき亜衣

春、二ツ坂高校へ入学した東島旭は、
１つ先輩のなぎなた部のエース・宮路
真春に憧れ、入部を決意。部活動をス
タートしたが、稽古は過酷そのもの！や
がて地獄のような夏合宿を経て挑んだ
秋の大会で、二ツ坂にとってまさかの
出来事が―。最弱の初心者が最強のラ
イバルに挑む ! 笑って泣ける青春物語。

僕のワンダフル・ライフ

2017 / アメリカ / 1h40

ラッセ・ハルストレム 
ブリット・ロバートソン/ K・J・アパ/デニス・クエイド

©2017 Storyteller Distribution Co., LLC and Walden Media, LLC

9/29 -

飼い主イーサンへの想いから生まれ
変わりを繰り返し、再び彼の元へと辿
り着く飼い犬ベイリーの物語。注目は
この２人の物語だけではなく、生ま
れ変わった犬と、その飼い主それぞ
れの人生も丁寧に描かれていること。
名手Ｒ・ハルストレムによる、犬と人
との感動のオムニバス・ドラマ。

光をくれた人

2016 /アメリカ-オーストラリア-ニュージーランド/ 2h13

デレク・シアンフランス
マイケル・ファスベンダー/アリシア・ヴィキャンデル

©2016 STORYTELLER DISTRIBUTION CO., LLC

10/7 - 10/13

子どもに恵まれない灯台守の夫婦が
暮らす孤島に、赤子と男の遺体の乗っ
た舟が流れ着く。過ちと知りつつ自分
たちの娘として育てる二人だが、４年
後、実の母親と出会ってしまう。結婚
生活の愛と破綻を描いた傑作『ブ
ルーバレンタイン』のデレク・シアン
フランス監督が紡ぐ愛の物語。

映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ

2017 / 日本 / 1h48

石井裕也 
石橋静河 / 池松壮亮 / 松田龍平 / 市川実日子

©2017「映画　夜空はいつでも最高密度の青色だ」製作委員会

10/14 - 10/20

看護師をしながら夜はガールズバー
で働く美香と、建設現場で日雇いの仕
事をしながらひたむきに生きる慎二。
夜の都会で偶然に出会った二人は、
不器用に心を通わせてゆく。最果タヒ
の同名詩集をもとに、突き刺さるよう
な言語表現と映像で若者の孤独を
描き出す石井裕也監督の意欲作。

最果タヒ

ベイビー・ドライバー

2017 / アメリカ / 1h53
アンセル・エルゴート / リリー・ジェームズ

10/14 - 10/27

エドガー・ライト

日頃から耳鳴りに悩むベイビーは、
音楽を聴くことで覚醒し天才的なド
ライバーに変貌する。闇の組織の運
転手として働いていたが、恋人の存
在を組織に知られてしまい…。ギア
チェンジ、車の排気音、銃撃音、クラッ
シュまでもが “音楽”とシンクロする
カーチェイス・シーンは必見！

©2017 Sony Pictures Digital Productions Inc. All rights reserved.©2017 TRISTAR PICTURES, INC. ALL RIGHTS RESERVED

コードギアス
反逆のルルーシュ I  興道

2017 / 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

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

10/21 -

2006年にテレビシリーズ第 1 期
を放送し、今でも根強い人気を誇る

『コードギアス』が全 3 章劇場総集
編としてスクリーンに帰ってくる！
どんなことでも相手に命令を遂行さ
せられる絶対の力「ギアス」を得た
ルルーシュ＝「ゼロ」の壮絶な物語
はネクストステージへ突入！！　

斉木楠雄のΨ難

2017 / 日本 / 1h37

福田雄一
山崎賢人 / 橋本環奈 / 新井浩文 / 吉沢亮

© 麻生周一／集英社・2017 映画「斉木楠雄のΨ難」製作委員会

10/21 -

麻生周一

生まれながらにとんでもない超能力
を与えられた高校生・斉木楠雄。一
大イベントである文化祭を無事にやり
過ごしたいだけの斉木に災難がふり
かかりまくり、地球滅亡の危機?! やっ
かいな恋と友情、そして超能力が吹き
荒れる！笑いが全てを吹き飛ばす、
学園エンタテインメント超大作！

ファウンダー
ハンバーガー帝国のヒミツ

2016 / アメリカ / 1h55

ジョン・リー・ハンコック
マイケル・キートン / ニック・オファーマン

©2016 Speedee Distribution, LLC. All Rights RESERVED  

10/7 - 10/13

1954年、シェイクミキサーのセール
スマン、レイ・クロックは、ディック＆
マック兄弟の経営するハンバーガー
店「マクドナルド」に出会う。利益を
追求するクロックと兄弟の関係は次
第に悪化し、全面対決へと発展。誰
もが知っているマクドナルドの、誰も
知らない誕生のウラが暴かれる！

猿の惑星：聖戦記 （グレート・ウォー）

©2017 Twentieth Century Fox Film Corporation

10/13 -

2017 / アメリカ / 2h20

マット・リーヴス
アンディ・サーキス/ウディ・ハレルソン

いよいよ地球は猿の惑星へ！前作
から２年。リーダーとしての使命
感と、家族を奪われた復讐心の狭
間で葛藤するシーザー。そして彼
の抹殺をもくろむ人類。極限の怒
りが交錯し、“聖戦”が遂に始まる。

新たに登場する謎めいた少女ノバの
存在、誰も知らなかったクライマック
スから目が離せない！

2017 / 日本 / 1h53

岡田麿里三木孝浩
生田斗真 / 広瀬すず / 竜星涼 / 森川葵

河原和音

2017 / アメリカ / 1h55

デヴィッド・リーチ
シャーリーズ・セロン/ジェームズ・マカヴォイ

氷菓

2017 / 日本 / 1h54

安里麻里
山崎賢人/広瀬アリス/本郷奏多/小島藤子

ザ・サークル

2017 / アメリカ / 1h50

ジェームズ・ポンソルト 
エマ・ワトソン/トム・ハンクス/ジョン・ボイエガ

©2017「氷菓」製作委員会 ©2017 IN Splitter, L.P. All Rights Reserved.

11/3 - 11/10 -

特別版 Free !  Take Your Marks

2017 / 日本 / 時間未定

河浪栄作
島崎信長 / 鈴木達央 / 代永翼 / 平川大輔 

©2017 おおじこうじ・京都アニメーション／岩鳶高校水泳部 TYM

10/28 -

先生！
、、、好きになってもいいですか？

© 河原和音 / 集英社 ©2017 映画「先生！」製作委員会

10/28 -

おおじこうじ 米澤穂信

ちょっと不器用な高校２年の響(ひび
き)が生まれて初めてした恋。その相
手は口ベタだけれど生徒想いな世界
史の先生だった―。生田斗真と広瀬
すずを主演に迎え、少女コミックの名
作を実写化！かつて恋に涙したこと
がある人たちへ贈る、教師と生徒のま
ぶしいほど純粋なラブストーリー！

高校卒業を控えた遙たちはそれぞれ
の未来へ歩み出す準備を始めてい
た。一方、水泳部を託された渚たちは
寂しさを感じつつも新たな部の始動
に気を引き締める。そんな彼らの早
春は穏やかに過ぎていくはずだった
が…!?心あたたまる話から、熱く激し
い水泳勝負まで、新作４篇の物語。

「無駄なことはしたくない」“省エネ主
義”がモットーの高校生、折木奉太
郎。ひょんなことから古典部に入部
した奉太郎はそこで出会った美少
女、千反田えると共に学園に潜む謎
を次 と々解き明かしていくのだが…。
人気作家・米澤穂信の青春ミステ
リー、待望の実写映画化。

世界一のSNS企業：サークル社に就
職したメイは、新サービスのモデル
ケースに抜擢される。超小型カメラで
24時間を公開することになり、たちま
ち1,000万人のフォロワーを獲得して
アイドル的な存在になっていくが…。
SNS社会の未来と脅威を描くサスペ
ンス・エンターテインメント。

アトミック・ブロンド バリー・シール
アメリカをはめた男

劇場版 「Fate/stay night [Heaven's Feel ] 」
 I.presage flower

2017 / 日本 / 時間未定

須藤友徳
杉山紀彰 / 下屋則子 / 神谷浩史 / 川澄綾子

©2017 COLDEST CITY, LLC.ALL RIGHTS RESERVED. ©Universal Pictures©TYPE-MOON・ufotable・FSNPC  ©TYPE-MOON

10/20 - 10/21 -10/14 -

奈須きのこ/TYPE-MOON

手にした者の願いを叶えるという「聖
杯」をめぐり、魔術師たちが英霊を召喚
して戦う「聖杯戦争」を描いたヴィジュ
アルノベルゲーム『Fate/stay night』。
その３つ目のルート［Heaven's Feel］
が全三章で映画化。主人公の士郎を
慕う間桐桜を通じて明らかになる、聖
杯戦争の真実とは？

潜入・脱出・接近戦を得意とする女
スパイ、ロレーン。世界を揺るがす最
高機密を奪還するため、冷戦末期の
ベルリンへと潜入する。各国のスパイ
に狙われ、真実も嘘も、敵も味方もわ
からない。果たしてロレーンと世界の
運命は―？C・セロンが魅せるスタ
イリッシュ ･ スパイアクション !

1970年代、天才パイロットとして活
躍後、CIAからスカウトされ極秘任
務に参加、さらに麻薬の密輸で巨額
の富を得た天才的“運び屋”バリー・
シールの衝撃の実話を映画化。トム・
クルーズがキャリア史上最高のワル
を演じ、スリル、アクション、コメディ
など、エンタメ要素全開で描く！

ミックス。

2017 / 日本 / 1h59

古沢良太 石川淳一
新垣結衣 / 瑛太 / 広末涼子 / 瀬戸康史

©2017『ミックス。』製作委員会

10/21 -

「リーガルハイ」などの人気脚本家・古
沢良太待望の最新作の舞台はなんと
“卓球”！男を寝取られ仕事も投げ出し
た元天才卓球少女と、夢に破れ家族にも
見放された元プロボクサー。欠点だら
けのふたりが、偶然の出会いから卓球の
男女混合ダブルス（＝ミックス）に挑戦す
る、笑いと感動のロマンティックコメディ。

ナラタージュ

2017 / 日本 / 2h20

行定勲
松本潤/有村架純/坂口健太郎/市川実日子

©2017「ナラタージュ」製作委員会

10/7 -

島本理生

孤独に苛まれていた高校生の泉、そ
んな泉を救った高校教師の葉山。教
師と生徒として出会った二人には誰
にも言えない秘密があった。時が経ち
大学２年生の春、泉のもとに再び葉
山が現れる。それは決して許されない
恋の始まりだった。忘れられない恋を
したすべての人に捧ぐ、衝撃の純愛。

おとなの恋の測り方

2016 / フランス / 1h38

ローラン・ティラール
ジャン・デュジャルダン/ヴィルジニー・エフィラ

©2016 VVZ PRODUCTION-GAUMONT-M6 FILMS

10/7 - 10/13

離婚後、新しい恋が見つからないディ
アーヌの前に、イケメンで知的でリッ
チな建築家アレクサンドルが現れた。
しかし彼はとても身長が低くて…。
周囲の目を気にして恋に飛び込めな
い揺れる女心を描いたラブコメディ。
アカデミー賞俳優Ｊ.デュジャルダン
が、ちっちゃくなって出演！？

2017 / アメリカ / 1h55 予定

ダグ・リーマン
トム・クルーズ / ドーナル・グリーソン

アウトレイジ  最終章

©2017「アウトレイジ　最終章」製作委員会

10/7 -

2017 / 日本 / 1h44

北野武
ビートたけし/西田敏行/大森南朋/大杉漣

韓国の国際的フィクサー【張グ
ループ】と日本の巨大暴力団組織

【花菱会】による全面戦争が勃発
した。過去の清算を図る大友や、
これを機に下克上を狙う者など、
それぞれが様々な思いを内に秘

めつつ、先の見えない道を突き進ん
でいく。人気バイオレンス・シリーズ
がいよいよ完結。

2017 / 日本 / 2h06
二宮和也/西島秀俊/綾野剛/宮崎あおい / 竹野内豊

ラストレシピ 麒麟の舌の記憶

11/3 -

1930年代の満州で天皇の料理番が
考案した幻のフルコース。それを現
代に蘇えらせる使命を受けたのは、
一度食べたらどんな味でも再現でき
る料理人。歴史に消えたレシピを追
う内、次第に明らかになる事実。最後
の一皿に隠された壮大な愛とは…？
監督は『おくりびと』の滝田洋二郎。

©2017 映画「ラストレシピ　麒麟の舌の記憶」製作委員会©2014 田中経一／幻冬舎

滝田洋二郎 田中経一 秋元康

ハイドリヒを撃て！
「ナチの野獣」暗殺作戦

2016 /チェコ-イギリス-フランス/ 2h00

ショーン・エリス
キリアン・マーフィ / ジェイミー・ドーナン

©2016 Project Anth LLC All Rights Reserved.

10/14 - 10/20

第２次大戦下、ユダヤ人大量虐殺を
主導するナチス第３の実力者ラインハ
ルト・ハイドリヒの暗殺が計画される。
ハイドリヒが支配するチェコに潜入し
た暗殺部隊のガブチークとクビシュ
は、レジスタンスと協力しながら襲撃
の機会を窺うが…。壮絶な事件の
顛末を活写した史実サスペンス。

マイティ・ソー バトルロイヤル

2017 / アメリカ / 時間未定

タイカ・ワイティティ
クリス・ヘムズワース / トム・ヒドルストン

©Marvel Studios 2017

11/3 -

『マイティ･ソー』シリーズ第３弾。ソー
の前に突如現われた“死の女神”ヘ
ラ。彼女はソーの武器ムジョルニアを
いとも簡単に破壊し、アスガルドへ攻
撃を始めた。ヘラの復讐と野望を知っ
たソーは、盟友ハルク、女戦士ヴァル
キリー、そして宿敵ロキと型破りの
チームを組み極限のバトルに挑む！

20センチュリー・ウーマン

2016 / アメリカ / 1h59

マイク・ミルズ
アネット・ベニング / エル・ファニング

©2016 MODERN PEOPLE, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

9/30  - 10/6

『人生はビギナーズ』で自身の父親を
題材に描いたマイク・ミルズ監督が、
今度描くのは母親。1979年の西海岸。
思春期を迎える息子ジェミーの教育に
悩んでいたシングルマザーのドロシア
は、友人らに助けを求めることにするの
だが…。彼らの特別なひと夏の物語。

第 89 回アカデミー賞
脚本賞 ノミネート

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


