
映画かみさまみならいヒミツのここたま 
奇跡をおこせ♪テップルとドキドキここたま界

2017 / 日本 / 時間未定

土屋理敬新田典生
本渡楓/潘めぐみ/伊瀬茉莉也 /木下優樹菜

©2017 映画ここたま製作委員会 /©2017BANDAI/©BANDAI,WiZ

4/28 -

おもちゃシリーズと連動したテレビアニ
メが映画化！人間が大切にしたモノ
への想いから生まれたかみさま「ここ
たま」。小学生のこころとここたまたち
は、一人前のここたましか行けない「こ
こたま界」へ！しかし、彼らが招かれ
たのには特別な理由が…。ここたま
界と人間界を救う大冒険が始まる！

魔法少女リリカルなのは
The MOVIE 2nd A's

2012 / 日本 / 2h30

草川啓造 
田村ゆかり/水樹奈々/植田佳奈/清水香里

©NANOHA The MOVIE 2nd A's PROJECT

6/3 - 6/16

再会の日を信じ魔法の訓練に励む
なのはとフェイト。主であるはやての
ために「闇の書」のページの収集を行
う守護騎士たち。互いの信念に従い、
望まぬ戦いに身を投じていく彼女たち
に待ち受ける結末とは果たして…。
３人の魔法少女に訪れるそれぞれの
新たな成長物語、始まります。

ワイルド・スピード  ICE BREAK

©Universal Pictures

4/28 -

2017 / アメリカ / 2h16

F・ゲイリー・グレイ
ヴィン・ディーゼル/ドウェイン・ジョンソン

人気カーアクションシリーズ最新
作。今回はついに北極にまで降
り立ち想像を絶する氷河チェイ
スを展開する。シャーリーズ・セ
ロン、ヘレン・ミレンといった豪華
キャストも参戦し、裏切りによる

ファミリーの崩壊、宿敵との共闘な
ど、シリーズ史上最大のスケールで
物語が加速する！！

ちょっと今から仕事やめてくる
©2017「ちょっと今から仕事やめてくる」製作委員会

5/27 -

2017 / 日本 / 1h54
福士蒼汰 / 工藤阿須加 / 黒木華 / 小池栄子

ブラック企業で働く隆は、ある日
幼馴染みの「ヤマモト」と名乗る
青年と出会う。ヤマモトとの交
流を通じて明るさを取り戻して
いく隆だったが、あるきっかけか
ら彼が３年前に自殺していたこ

とを知り…。関西弁初挑戦の福士
蒼汰と名手・成島出による、すべて
の“ 働く人 ” に贈る感動の物語。

無限の住人
© 沙村広明／講談社 ©2017 映画「無限の住人」製作委員会

4/29 -

謎の老婆に永遠の命を与えられ
た伝説の人斬り・万次。ある日、
親を殺され仇討ちの助っ人を依
頼したいと少女が現れる。亡き妹
の面影を重ねた万次は、少女を
守る為に用心棒として無限の命

を使うと決心するが―。三池崇史×
木村拓哉で贈る“ 規格外 ” アクショ
ンエンターテインメント！

2017 / 日本 / 2h20

三池崇史
木村拓哉 / 杉咲花 / 福士蒼汰 / 市川海老蔵

沙村広明

帝一の國

2017 / 日本 / 1h58 予定

いずみ吉紘永井聡
菅田将暉 / 野村周平 / 竹内涼真 / 間宮祥太朗

©2017 フジテレビジョン 集英社 東宝 ©古屋兎丸／集英社

4/29 -

古屋兎丸

超名門・海帝高校。この学校で生徒
会長を務めた者は将来の内閣入りが
確約されるという。総理大臣になり自
分の国をつくる夢をもつ主席入学の
一年生・帝一は、２年後の生徒会選
挙に向け権謀術数渦巻く権力闘争に
足を踏み入れる…。若手人気俳優総
出演、前代未聞の権力闘争コメディ！

2017 / 日本 / 時間未定

猪股隆一 
唐沢寿明 / 窪田正孝 / 佐々木希 / 藤木直人

ラストコップ THE MOVIE

5/3 -

30 年の昏睡から目覚め未だ昭和感
覚の肉食系デカ・京極と、現代っ子で
草食系デカ・望月が、毎度ボケ＆ツッ
コミを繰り広げながら破天荒なノリで
事件を解決していく人気のバディ・
ドラマが遂にスクリーンへ！今年の
GW 後半に “乱入”して、彼らが日本
に笑いと興奮の旋風を巻き起こす！

©2017 映画「ラストコップ」製作委員　Based on the German TV series 
“DER LETZTE BULLE”, distributed by Red Arrow International

ピーチガール
©2017「ピーチガール」製作委員会

5/20 -

2017 / 日本 / 1h56

山岡潤平神徳幸治
山本美月 / 伊野尾慧 / 真剣佑 / 永野芽郁

上田美和

見た目のせいで誤解されがち
だが、超ピュアな女子高生もも。
中学生の頃からとーじに片想い
しているが、ある日、モテ王子カ
イリに勘違いからキスをされ、
噂になってしまう。さらには小悪

魔なクラスメイト、沙絵に罠を仕掛
けられたり、次 と々恋の事件が！もも
が最後に選ぶのは…？

ラビング
愛という名前のふたり

2016 / イギリス - アメリカ / 2h02

ジェフ・ニコルズ
ジョエル・エドガートン / ルース・ネッガ

©2016 Big Beach, LLC. All Rights Reserved.

5/27 - 6/9

レンガ職人のリチャードは恋人のミ
ルドレッドの妊娠を機に生涯を共に
することを決意する。しかし1958 年
当時、バージニア州では異人種間の
結婚は法律で禁じられており、二人
はワシントンで結婚を果たすが…。
アメリカを変えたラビング夫妻の深
く静かな愛が胸を打つ珠玉の一本。

魔法少女リリカルなのは
The Movie 1st

2010 / 日本 / 2h10

草川啓造 
田村ゆかり/水樹奈々/水橋かおり/桑谷夏子

©NANOHA The Movie 1st PROJECT

5/20 - 6/2

バトル系魔法少女モノとして、その後
数々の作品群に多大な影響を与えた

『魔法少女リリカルなのは』。かつて
伝説と評された劇場版旧２作が、この
度７月に公開される完全新作に先駆
けて４DX上映で復活！放送当時から
絶賛された圧巻の戦闘シーンを、是非
大迫力の４DX でご体験ください！！

原作：モンキー・パンチ ©TMS

6/3 - 6/16

LUPIN THE ⅢRD 
血煙の石川五ェ門

2017 / 日本 / 0h54

小池健
栗田貫一 / 小林清志 / 浪川大輔 / 沢城みゆき

モンキー・パンチ

『ルパン三世』の原点をリビルドし若
きルパンたちを描いたシリーズ第２
弾。雇い主である組長の葬儀の場で
裏切り者の汚名を掛けられた五ェ門
は、屈辱を晴らすため斬って斬って
斬りまくる !《血煙》呼ぶ死闘の末に
手に入れたものとは !? 
特別料金：1,300 円均一

家族はつらいよ２
©2017「家族はつらいよ２」製作委員会

5/27 -

2017 / 日本 / 1h53
橋爪功 / 吉行和子 / 西村雅彦 / 夏川結衣

車での外出が日々楽しみな周造
だが、車の傷が目立ち始めていた。
高齢者の危険運転を心配した家
族は、免許を返上させることを画
策するが、誰が説得するか決まら
ず、そんな家族の心を見透かした

周造は激怒する。家族会議が開かれ
るが、思わぬ事件が発生！無事平穏
な日常に戻れるのだろうか？

たたら侍
©2017「たたら侍」製作委員会

5/20 -

2016 / 日本 / 2h00
青柳翔 / 小林直己 / 田畑智子 / AKIRA

戦国時代末期。出雲の山奥に
1000 年錆びないと言われる幻
の鉄“玉鋼”を生み出す製法が伝
えられてきた。その伝統を受け
継ぐ宿命を背負った青年が、侍
にあこがれて旅に出るのだが…。

EXILE HIRO初プロデュース作品
は、日本の伝統と気高い精神を描き
出した本格時代劇。

錦織良成 EXILE HIRO

LOGAN ／ローガン
©2017 Twentieth Century Fox Film Corporation

6/1 -

治癒能力を失い、不死身ではな
くなったウルヴァリン（ローガン）。
そんな彼のもとに、謎めいた少女
ローラを保護してほしいと依頼
がくる。しかしそれは新たな災い
の始まりだった…。アメコミ映画

の常識を突き破る衝撃的な展開、
そしてウルヴァリン最後の雄姿を見
逃すな！

2017 / アメリカ / 2h18

ジェームズ・マンゴールド
ヒュー・ジャックマン/パトリック・スチュワート

デビッド・ジェームズ・ケリー

深川栄洋 河野裕

サクラダリセット 後篇

2017 / 日本 / 2h05
野村周平 / 黒島結菜 / 平祐奈 / 及川光博

©2017 映画「サクラダリセット」製作委員会

5/13 - 

河野裕の青春ミステリー小説を実写
映画化した２部作の後篇。２年前に
死んだ同級生・相麻菫を能力で再生
させるべく、ケイ達が奔走する一方、
管理局内で権力を持つ対策室室長・
浦地が、街の未来を左右する計画を
実行しようとしていた。その計画に
相麻が関わっていたことを知り…。

メッセージ
5/19 -

2016 / アメリカ / 1h56

テッド・チャンドゥニ・ヴィルヌーヴ
エイミー・アダムス / ジェレミー・レナー

ある日、突如として地球上に降り立っ
た巨大な球体型宇宙船。目的は不
明。謎の知的生命体との意思疎通
をはかるため、言語学者のルイーズ
は、“彼ら”が人類に何を伝えようと
しているのかを探っていく。全く新

しい【未知との出遭い】を描く、すべて
の人の胸を打つ感動のSF超大作。

第89 回アカデミー賞
音響編集賞 受賞

花戦さ

2017 / 日本 / 2h07
野村萬斎/市川猿之助/佐藤浩市/中井貴一

©2017「花戦さ」製作委員会

6/3 -

天下人・秀吉がたった一人の花僧に
“刃”ではなく“花”を武器に挑まれ
大敗北を喫していた！？戦国時代に実
在した花僧・池坊専好が、暴君・秀吉
をギャフンといわせた奇想天外な策
が今明らかに！狂言の野村萬斎、歌
舞伎の猿之助はじめ超豪華出演陣
による演技合戦をとくとご覧あれ。

美女と野獣
©2017 Disney. All Rights Reserved.

上映中

2017 / アメリカ / 2h10

ビル・コンドン
エマ・ワトソン / ダン・スティーヴンス

ディズニー・アニメの名作『美女
と野獣』がついに実写化！世界
中の女性たちが憧れるヒロイン
“ ベル ” を演じるのは『ハリー・
ポッター』シリーズのエマ・ワト
ソン。さらに、『ドリームガールズ』

の監督がメガホンを取り、最大の魅
力であるミュージカルパートを現代
に蘇えらせる！

第89 回アカデミー賞
作品賞／脚色賞／助演男優賞 受賞

ムーンライト
©2016 A24 Distribution, LLC

5/27 -

2016 / アメリカ / 1h51

バリー・ジェンキンス
トレヴァンテ・ローズ/マハーシャラ・アリ

マイアミの貧困地域。育児放棄さ
れ、学校ではいじめられている少
年が、心の支えである男友達に特
別な好意を抱くように。その想いは
誰にも打ち明けられずにいたが…。
主人公の成長を３つの時代にわ

たって描き、胸の張り裂けるような感
動が押し寄せる愛の名作。

成島出 北川恵海

篠原哲雄 久石譲

平松恵美子山田洋次 

ゴールド 金塊の行方

2017 / アメリカ / 2h01

スティーヴン・ギャガン
マシュー・マコノヒー/エドガー・ラミレス

©BBP Gold, LLC

6/1 -

1988 年、アメリカ。ビジネスで失敗続
きのケニーは鉱山ビジネスに目を付
け、謎めいた地質学者マイクと手を組
む。そしてインドネシアの奥深いジャ
ングルで史上最大の金鉱脈を発見す
るのだが…。名優マシュー・マコノヒー
が製作＆主演を務め、体重18kg 増
量で挑んだ実話に基づく意欲作！

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


