
ワンダーウーマン
©2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC

上映中

2017 / アメリカ / 2h21

パティ・ジェンキンス
ガル・ギャドット/クリス・パイン/ロビン・ライト

ザック・スナイダー

DCコミックで圧倒的人気！女性
初のスーパーヒーローがいよい
よスクリーンを飾る！孤立した女
性だけの島のプリンセスにして、
圧倒的な強さを誇る美女戦士ワ
ンダーウーマン。ある男との出会

いにより、彼女の運命は大きく動き
出す…。おもしろいほど強すぎる彼
女の戦いを見届けよ！

関ヶ原
©2017 「関ヶ原」製作委員会

上映中

2017 / 日本 / 2h29

原田眞人 
岡田准一 / 役所広司 / 有村架純 / 平岳大

司馬遼太郎

司馬遼太郎「関ケ原」初の完全
映画化！権諜渦巻く中で正義を
信じ愛を貫く“純粋過ぎる武将”
石田三成。天下取りを目論む徳
川家康との戦い、そして命懸けで
三成を守る忍び・初芽との恋の

行方は !? 史上最大の合戦に向かう
武将たち、女たちの秘めた想い、誰も
知らない真実が明かされる！

ジョン・ウィック：チャプター２

2017 / アメリカ / 2h02

チャド・スタエルスキ
キアヌ・リーヴス/ローレンス・フィッシュバーン

©2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.

9/2 - 9/15

キアヌ・リーヴスが伝説の暗殺者に
扮し、「ガンフー」（銃×カンフー）で
大暴れした超アクション第２弾。前
作では愛犬を殺されマフィアを全滅
させたが、今度はマイホームをバズー
カで破壊され怒りMAX！！イタリアン･
マフィア、そして世界中の殺し屋相手
にバトルロワイヤルが始まる！

トリガール！
©2017「トリガール！」製作委員会

9/1 -

毎年琵琶湖で開催される「鳥人
間コンテスト」に全てを懸ける大
学生を描いた中村航の人気小説
が映画化！『ヒロイン失格』の監
督のもと、主演の土屋太鳳が“ 毒
舌”を武器に新境地に挑戦！漕い

で、叫んで、ガンを飛ばし、最高の熱量
で撮影された空飛ぶ青春エンターテ
インメント！！

2017 / 日本 / 1h38

英勉
土屋太鳳/間宮祥太朗/高杉真宙/池田エライザ

中村航

ベイビー・ドライバー
©2017 Sony Pictures Digital Productions Inc. All rights reserved. ©2017 TRISTAR PICTURES, INC. ALL RIGHTS RESERVED

9/30 - 10/13

2017 / アメリカ / 1h53

エドガー・ライト
アンセル・エルゴート/リリー・ジェームズ

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！

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  

9/23 - 9/29

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！

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！

亜人
©2017 映画「亜人」製作委員会 ©桜井画門／講談社

9/30 -

【亜人】…それは絶対に死なない、
姿形は人間と変わらない新人類。
研修医の永井圭は交通事故によ
り亜人と判明し、亜人VS国家、
亜人VS亜人との戦いに巻き込ま
れてゆく…。本広克行監督×佐藤

健×『るろうに剣心』アクションチー
ムが魅せる亜人達のエンドレス･リ
ピート･ バトル！

2017 / 日本 / 1h49

本広克行
佐藤健 / 玉山鉄二 / 城田優 / 綾野剛

桜井画門

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

ナミヤ雑貨店の奇蹟
©2017「ナミヤ雑貨店の奇蹟」製作委員会

9/23 -

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。

ノーゲーム・ノーライフ  ゼロ
© 榎宮祐・株式会社 KADOKAWA 刊／ノーゲーム・ノーライフ ゼロ製作委員会

9/9 - 9/29

14年にＴＶ放映され話題を呼んだ「ノ
ゲラ」劇場版が４DXで遂に公開！全
ての物事をゲームの勝敗で決める
≪盤上の世界（ディスボード）≫が創
られる約6000年前。滅亡の危機に
あった人間のリーダー・リクと、機械
仕掛けの少女シュヴィとの出会いか
ら新たな物語が幕を開ける。

2017 / 日本 / 1h46
松岡禎丞/茅野愛衣/日笠陽子/田村ゆかり

散歩する侵略者
©2017「散歩する侵略者」製作委員会

9/9 -

行方不明だった夫が侵略者に
乗っ取られて帰ってきた。平凡に
思えた日常は、ある日を境に想像
もし得ない非日常へと足を踏み入
れていく…。カンヌ映画祭の「あ
る視点」部門で監督賞を受賞し

た黒沢清による新感覚エンタテイン
メント。あなたの隣人は本当にあなた
の知るその人ですか？

2017 / 日本 / 2h09
長澤まさみ/松田龍平/高杉真宙/長谷川博己

奥田民生になりたいボーイと
出会う男すべて狂わせるガール

©2017「奥田民生になりたいボーイと出会う男すべて狂わせるガール」製作委員会

9/16 -

“力まないカッコいい大人”＝奥田
民生に憧れる雑誌編集者のコー
ロキ。美人ファッションプレスの
あかりに一目惚れしたことから、
彼の抱腹絶倒にして受難の日々
が始まる！一癖も二癖もありまく

る登場人物たちと、全編を通し流れ
る珠玉の民生ナンバーに彩られる
二人の恋の行方は！？

2017 / 日本 / 1h40

大根仁
妻夫木聡/水原希子/新井浩文/リリー・フランキー

黒沢清 田中幸子 前川知大 いしづかあつこ 榎宮祐

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。

新感染 ファイナル・エクスプレス

2016 / 韓国 / 1h58

ヨン・サンホ 
コン・ユ/チョン・ユミ/マ・ドンソク/キム・スアン

9/23 - 10/6

韓国アニメに革命を起こした新鋭ヨ
ン・サンホ監督の初実写長編作品。
時速300㎞で走り続ける高速鉄道で
突如発生した謎のウイルス感染。終着
駅までの２時間、車内でゾンビと化し
た感染者と残された乗客との生死を
かけた戦いが始まるー。韓国製ノンス
トップ・サバイバルムービー！！

©2016 NEXT ENTERTAINMENT WORLD & REDPETER FILM. All Rights Reserved.

海底47m

2016 / アメリカ / 1h30

ヨハネス・ロバーツ
クレア・ホルト / マンディ・ムーア

©47 DOWN LTD 2016, ALL RIGHTS RESERVED

9/23 - 9/29

海に沈めた檻の中からサメを間近で
見る“シャークケイジ・ダイビング” に
挑戦したリサとケイト。ところが檻と
船を繋ぐワイヤーが切れて水深47ｍ
まで落下してしまう。救助は来ない！
檻から出ればサメの餌食！急浮上すれ
ば潜水病！２人は生還できるのか !?
究極の海中パニックムービー!!

エイリアン：コヴェナント
©2017 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved

9/15 -

大規模な宇宙への移住計画のた
め、地球を旅立った移住船コヴェ
ナント号に大事故が発生。奇妙な
電波を受信したクルーは、発信元
の地球に似た謎の惑星に不時着。
しかし“宇宙の楽園”のように思

われたこの惑星には、あの凶暴な生
命体エイリアンをめぐる恐るべき秘
密が隠されていた…。

2017 / アメリカ / 2h02

リドリー・スコット
マイケル・ファスベンダー/キャサリン・ウォーターストン

ユーリ!!! on ICE 4DX Vol.１〜 Vol.３

© はせつ町民会／ユーリ !!! on ICE 製作委員会

9/23 - 10/13

昨年冬に放映され熱烈なファンを
生み出した本格フィギュアスケー
トアニメ「ユーリ!!! on ICE」が
４DXになって帰ってくる！驚異
的なクオリティで視聴者を圧倒し
た、様々な選手たちによる“氷上

の舞い”が、４DX演出でさらに冴え
わたりスクリーンによみがえる！
特別料金：2,500 円均一

2017 / 日本 / 各1h25 予定

山本沙代
豊永利行/内山昂輝/諏訪部順一/細谷佳正/宮野真守

久保ミツロウ

ターシャ・テューダー
静かな水の物語

2017 / 日本 / 1h45

松谷光絵
ターシャ・テューダー / セス・テューダー

©2017 映画「ターシャ・テューダー」製作委員会

9/2 - 9/15

92歳までバーモントの山奥で創作を
続けながら、自然に寄り添う人生哲学
を貫いた絵本作家ターシャ・テュー
ダー。10 年にわたり撮影されたドキュ
メンタリーに、未公開の秘蔵映像を
加え、完全版として甦る。スローライ
フの母から忙しすぎる現代人へ、人生
を豊かにする鍵を教えましょう。

鈴木ゆかり

KING OF PRISM
-PRIDE the HERO-

2017 / 日本 / 1h10

青葉譲菱田正和
柿原徹也 / 前野智昭 / 増田俊樹 / 寺島惇太 

9/9 - 9/22

TVアニメ『プリティーリズム・レイン
ボーライブ』のスピンオフ第２弾！フィ
ギュアスケート、歌、ダンス、そして心
の飛躍を表現した「プリズムジャン
プ」を組み合わせたプリズムショー。
その頂点「プリズムキング」を目指し、
助けあい、ぶつかりあうプリズムスタァ
たちの新たな物語が始まる！

©T-ARTS / syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / 
キングオブプリズム PH 製作委員会

レイルロード・タイガー

2016 / 中国 / 2h04

ディン・シェン
ホアン・ズータオ/池内博之

9/30 - 10/6

ジャッキー最新作は、普通の男たちが
超重大ミッションに巻き込まれてしま
う痛快アクション・コメディ！1941年、
中国。鉄道内で日本軍の物資を盗み
出す“レイルロード・タイガース”と呼
ばれる男たちがいた。ある日、負傷兵
を助けたことから、橋の爆破計画に
挑むことになり…!?

©2016 BEIJING SPARKLE ROLL MEDIA CORPORATION SHANGHAI FILM GROUP CO., LTD. 
BEIJING GOING ZOOM MEDIA CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

ジャッキー・チェン

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


