
エゴン・シーレ 死と乙女

ブラック・ファイル 
野心の代償

2016 / アメリカ / 1h46

シンタロウ・シモサワ
ジョシュ・デュアメル / アンソニー・ホプキンス

©2015 MIKE AND MARTY PRODUCTIONS LLC.ALL Rights Reserved.

3/11 - 3/17

3/4 - 3/10

巨大製薬会社の不正を暴くため、弁
護士のケイヒルは金髪の美女から機
密ファイルを受け取る。しかし、その
出会いをきっかけに、人間達の欲望と
野心が複雑に絡み合い、ケイヒルの
人生は意外な展開へと巻き込まれて
しまう。超豪華ハリウッドスター競演
の先の読めない衝撃のサスペンス！

MILES AHEAD
マイルス・デイヴィス 空白の５年間

3/4 - 3/17

新たな音楽を生み出し続けたジャ
ズの帝王マイルス・デイヴィスにも、
表舞台から姿を消した時期があっ
た。主演・監督・脚本・製作を務め
たドン・チードルが、史実と想像を織
り交ぜながらマイルスの空白の５年
間に迫る。超一流ミュージシャンが
集ったライブシーンも必見！

2015 / アメリカ / 1h41
ユアン・マクレガー / エマヤツィ・コーリナルディ

ドン・チードル

劇場版しまじろうのわお !
しまじろうとにじのオアシス

2017 / 日本 / 1h00

平林勇
南央美 / 高橋美紀 / 山崎たくみ

©Benesse Corporation 2017

3/10 -

砂漠にやってきたしまじろうたち。そ
こで元気な女の子ココと出会い、は
ぐれてしまったお母さんを一緒に探
すことになります。上映中は照明を明
るめで途中休憩を挟み、小さなお子
様の映画館デビューを応援します。
歌やダンスを楽しみながらしまじろう
たちと冒険の旅に出発しましょう。

2015 / ドイツ / 1h45

ラース・クラウメ
ブルクハルト・クラウスナー / ロナルト・ツェアフェルト

©2015 zero one film / TERZ Film

3/4 - 3/10

1950年代のドイツ。検事長フリッツ・
バウアーはついにナチスの最重要戦
犯アイヒマンの消息をつかみ、逮捕
に執念を燃やす。しかし国内に巣食
うナチス残党の妨害にさらされ、孤
立無援の状況に追い込まれてしまう
―。世紀の捕獲作戦の裏に秘められ
た闘いのドラマを描ききった必見作。

アイヒマンを追え！
ナチスがもっとも畏れた男

未来を花束にして

2015 / イギリス / 1h46

サラ・ガヴロン
キャリー・マリガン / ヘレナ・ボナム＝カーター

©Pathe Productions Limited, Channel Four Television Corporation and The British Film 
Institute 2015. All rights reserved.

3/11 - 3/17

1912年、ロンドン。洗濯工場で働きな
がら夫と幼子と暮らすモードは、参
政権を求めて活動する女性たちと出
会う。これまでの生き方に初めて疑問
を持った彼女は、周囲から反発を受
けながらも自ら運動に参加するように
なるが…。未来のために立ち上がっ
た女性たちの姿を描く感動作！

2015 / イギリス / 1h42

ギャヴィン・フッド
ヘレン・ミレン / アーロン・ポール

©eOne Films (EITS) Limited

3/11 - 3/17

現代の戦争は会議室で起きている―。
英米の遠隔操作ドローンを駆使した
テロリスト殺害作戦で、民間人が巻
き添えに遭う可能性が浮上。現地か
ら数万キロ離れた指揮官たちはミサ
イル発射を強行しようとするが…。
知られざる戦争の実態を暴き、鋭く
モラルを問う衝撃の軍事サスペンス。

アイ・イン・ザ・スカイ
世界一安全な戦場 東京ウィンドオーケストラ

2016 / 日本 / 1h15

坂下雄一郎
中西美帆 / 小市慢太郎 / 松木大輔 / 星野恵亮

© 松竹ブロードキャスティング

3/18 - 3/24

屋久島のコンサートに招待されたア
マチュア楽団。有名オーケストラと
間違われていることに気づいて逃げ
出そうとするも、騒動の発端となっ
た役場の職員は彼らを“本物”に仕立
て上げようとして…。『滝を見にいく』

『恋人たち』を製作したプロジェクト
の第３弾は笑いと感動の狂騒曲！

©FALABRACKS, OPERA NATIONAL DE PARIS, UPSIDE DISTRIBUTION, BLUEMIND, 2016

3/18 - 3/24

ミルピエ
パリ・オペラ座に挑んだ男

2015 / フランス / 1h54

ティエリー・デメジエール / アルバン・トゥルレー
バンジャマン・ミルピエ / レオノール・ボーラック

2014年にパリ・オペラ座の芸術監督
に抜擢されたバンジャマン・ミルピ
エ。階級制度を否定し次々と改革
をもたらすが、その異端ともいえる
挑戦は周囲との軋轢を生んでしまう。
新演目「クリア、ラウド、ブライト、フォ
ワード」完成までの40日間を圧巻
の映像美で追うドキュメンタリー。

スノーデン

2016 / アメリカ - ドイツ - フランス/ 2h15

オリバー・ストーン
ジョセフ・ゴードン＝レヴィット / シャイリーン・ウッドリー

©2016 SACHA, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

3/18 - 3/24

世界中のメールや通話は米国政府に
監視されている―。元ＣＩＡ職員が国
家の最大機密を暴露し、世界を震撼
させた “スノーデン事件”。スノーデ
ンはなぜ政府を裏切ったのか。彼は
英雄か、犯罪者か。社会派エンタテ
インメントの巨匠オリバー・ストーン
監督が真実に肉薄した実録ドラマ。

◆
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牝猫たち

2016 / 日本 / 1h24

白石和彌 
井端珠里 / 真上さつき / 美知枝 / 音尾琢真

©2016 日活

3/25 - 3/31

『凶悪』『日本で一番悪い奴ら』の
白石和彌監督の最新作はオリジナル
脚本で挑むロマンポルノ。現代社会
を逞しく生きる女性のいまをジャーナ
リスティックな視点で捉え、名匠・
田中登監督の『牝猫たちの夜』にオ
マージュを捧げている。「ロマンポル
ノの女王」白川和子がカメオ出演。

ホワイトリリー

2016 / 日本 / 1h20

加藤淳也 / 三宅隆太中田秀夫
飛鳥凛 / 山口香緖里 / 町井祥真 / 西川カナコ

©2016 日活

4/1 - 4/7

傷ついた過去を慰めあうように寄り添
い生きてきた二人の女・はるかと登紀
子。彼女たちの秘密に踏み込んでき
た男・悟によって、それぞれの愛が暴
走をはじめる―。ホラー映画の名匠・
中田秀夫監督が、レズビアンの世界に
挑み、歪んだ愛の果てにある女同士
の究極の純愛を描いている。

アンチポルノ

2016 / 日本 / 1h18

園子温
冨手麻妙 / 筒井真理子 / 不二子 / 小谷早弥花

©2016 日活

3/25 - 3/31

小説家兼アーティストとして、時代
の寵児となった京子。分刻みのスケ
ジュールを忙しくこなすうちに、虚構
と現実の狭間が曖昧になっていく。
やがて少女の過去が暴かれ、すべて
がエロチックに入り乱れはじめる…。
園子温が表現の壁をぶち壊す、ア
ナーキーで過激な美しき問題作。

ジムノペディに乱れる

2016 / 日本 / 1h23
板尾創路 / 芦那すみれ / 岡村いずみ / 風祭ゆき

©2016 日活

行定勲

3/18 - 3/24

日活ロマンポルノを現代に甦らせた
「ロマンポルノ・リブート・プロジェ
クト」第１弾。スランプに陥り鬱屈
した想いを抱えた映画監督が、女
の肌を求めてさまよう１週間を描く。
数々の恋愛映画を手掛けた行定勲
が、エリック・サティの“ジムノペディ”
にのせて独自の官能表現を追求。

©2016 日活

塩田明彦

風に濡れた女

2016 / 日本 / 1h18
永岡佑 / 間宮夕貴 / テイ龍進 / 鈴木美智子

3/18 - 3/24

ロマンポルノとして初めてロカルノ国
際映画祭コンペティションに正式出品
され、若手審査員賞を受賞した塩田
明彦監督作。山小屋で世捨て人のよ
うな生活を送る高介の前に、汐里と
いう生命力と性欲の塊のような女が現
れる。汐里に翻弄され、欲望の渦に
巻き込まれていく高介だったが…。

幸せなひとりぼっち

2015 / スウェーデン / 1h56

ハンネス・ホルム
ロルフ・ラスゴード / イーダ・エングヴォル

©Tre Vanner Produktion AB. All rights reserved.

3/18 - 3/24

妻に先立たれ、仕事もクビになった
偏屈な老人の隣家に、何かと騒がし
い一家が引っ越してくる。初めは疎ま
しく思っていたが、そんな一家との交
流が悲しみに暮れた孤独な彼の心を
少しずつ開かせていき…。ユーモア
とペーソスたっぷりに人生の幸せを
問う、スウェーデン発の人間ドラマ。

トリプルX : 再起動

2017 / アメリカ / 1h47

 D・J・カルーソ
ヴィン・ディーゼル / ドニー・イェン 

©2016 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

上映中

型破りな極秘エージェントの活躍を
描くシリーズ第３作！危険分子の手
に渡った軍事衛星装置を奪還するた
め、エクストリーム・スポーツの達人
ザンダー・ケイジが新たなチーム
“トリプルX”を率いて暴れまくる！第
１作で主演を務めたヴィン・ディー
ゼルがファン待望のカムバック！

彼らが本気で編むときは、

2017 / 日本 / 2h07
生田斗真 / 桐谷健太 / 柿原りんか

©2017「彼らが本気で編むときは、」製作委員会

2/25 -

孤独な女の子トモは、叔父とその恋人
リンコの元で暮らし始める。リンコは
昔男の子だったトランスジェンダーの
女性。家出した母よりも愛情を注い
でくれる彼女に戸惑うトモだったが、
３人の共同生活は特別な時間に変
わっていく。多様な価値観を尊重す
る優しさに満ちた人間ドラマ。

荻上直子

きょうのキラ君

2017 / 日本 / 1h49

中川千英子川村泰祐
中川大志 / 飯豊まりえ / 葉山奨之 / 平祐奈

©2017「きょうのキラ君」製作委員会

2/25 -

みきもと凜

クラスの人気者キラに恋をしたニノ。
でも彼女は他人と関わることが苦手
だった。しかし、彼の重大な秘密を
知ってしまい、それがきっかけで距離
を縮めていく２人。初めての恋にとま
どいながらも、キラを笑顔にするため
奮闘するニノ。彼女の初恋の結末は
…？大ヒットコミック待望の映画化！

2014 / オーストリア / 1h38

ヨハネス・ホルツハウゼン
ザビーネ・ハーク / パウル・フライ

©2014 all rights reserved by Navigator Film

3/4 - 3/10

ハプスブルク家が蒐集した美術品を
収蔵し、ルーヴル、プラドに並んで欧
州３大美術館に数えられるウィーン
美術史美術館の裏側に迫るドキュメン
タリー。創立120年目の大規模な改
装工事に密着し、芸術とビジネス、伝
統と革新の間で揺れる美術館スタッ
フたちの姿を生き生きと描き出す。

グレート・ミュージアム
ハプスブルク家からの招待状

アサシン クリード

2016 / イギリス - フランス - アメリカ 他/ 1h55

ジャスティン・カーゼル
マイケル・ファスベンダー / マリオン・コティヤール

©2016 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved

3/3 -

全世界で圧倒的な人気を誇るゲーム
が映画化！記憶を失った死刑囚の男
が、遺伝子操作によって祖先のアサ
シン（暗殺者）としての記憶を追体験
し、ルネサンス期のスペインでテンプ
ル騎士団に立ち向かう！現在と過去
を行き来して描かれる、数世紀にわ
たる壮大なミステリーアクション！

2016 / アメリカ / 2h08

デイミアン・チャゼル
ライアン・ゴズリング / エマ・ストーン

ラ・ラ・ランド
Photo credit: EW0001: Sebastian (Ryan Gosling) and Mia (Emma Stone) in LA LA LAND. 

Photo courtesy of Lionsgate. ©2016 Summit Entertainment, LLC.

上映中

『セッション』で 一躍注目を集めた
デイミアン・チャゼル監督最新作。
舞台は夢を追いかける人々が集う
街、ロサンゼルス。女優志望のミ
アとジャズピアニスト・セバスチャ
ンの恋を、往年の名作ミュージカ
ル映画を彷彿させるゴージャスで
ロマンチックな歌とダンスで描く。

王様のためのホログラム

2016 / アメリカ / 1h38

トム・ティクヴァ
トム・ハンクス / アレクサンダー・ブラック

©2016 HOLOGRAM FOR THE KING LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

3/11 - 3/17

解雇により全てを失いIT業界へ転
職したアラン。3Dホログラムを売り
込むためサウジアラビアに向かうが、
彼を待っていたのはWi-Fiもなけれ
ばエアコンもない異文化の嵐だった。
トム・ハンクス絶賛のベストセラー
小説を自身の主演で映画化した、迷
える全ての人を応援する人生讃歌！

マリアンヌ

2016 / アメリカ / 2h04

ロバート・ゼメキス
ブラッド・ピット / マリオン・コティヤール

©2016 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

3/18 - 3/31

1942年、スパイとして出会ったマッ
クスとマリアンヌ。重大なミッション
を遂行する中で恋に落ち結婚。幸せ
な家族として暮らし始めるがマリア
ンヌの抱えていたある秘密によって
人生が崩れ始める。愛する人のすべ
てを受け入れられるのか、運命と愛
に翻弄されるロマンス・スリラー！

パッセンジャー

2016 / アメリカ / 1h56

モルテン・ティルドゥム
ジェニファー・ローレンス/クリス・プラット

3/24 -

宇宙でたった２人だけという大胆かつ
壮絶な設定を、今最も旬な２大スター
競演で描いたSFロマン。20XX年、
新たな居住地を目指し地球を後にした
宇宙船アヴァロン号。乗客5000人は
目的地までの120 年間を冬眠装置で
眠るはずだったが、なぜか２人の男女
だけが90年も早く目覚めてしまい…。

キングコング 髑髏島の巨神

ジョーダン・ボート＝ロバーツ
トム・ヒドルストン / ブリー・ラーソン

©2016 WARNER BROS.ENTERTAINMENT INC., LEGENDARY PICTURES PRODUCTIONS, 
LLC AND PATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC.

3/25 -

未知の生物を探索する調査隊が派
遣されたのは、幻の存在とされてきた
髑髏島。骸骨が散らばり、巨大な手
跡が残る不気味な島で彼らの前に現
れたのは島の巨神＝キングコング！
隊員は為す術もなく、巨大生物から
逃げ惑うのだが…。巨大なる絶対王
者の暴走アドベンチャー超大作！

PとJK

2017 / 日本 / 2h04

廣木隆一
亀梨和也 / 土屋太鳳 / 高杉真宙 / 玉城ティナ

©2017「PとJK」製作委員会

3/25 -

三次マキ

仕事にまじめな警察官（P）とピュア
でまっすぐな女子高生（JK）が恋をし
た！そんな二人が一緒にいる方法は
ただひとつ…「結婚しよう！」まわりに
は絶対内緒の二人の結婚生活が始
まる!! 大人気コミックが待望の実写
化。K（亀梨和也）とTT（土屋太鳳）
で贈る超絶ピュアラブストーリー！

サクラダリセット 前篇

2017 / 日本 / 1h43

深川栄洋
野村周平 / 黒島結菜 / 平祐奈 / 加賀まりこ

©2017 映画「サクラダリセット」製作委員会

3/25 -

河野裕

｢記憶保持｣ 能力を持つ高校生、浅
井ケイは、｢リセット｣の能力を持つ
春埼美空と共に、２年前に死んだ、
相麻菫をよみがえらせるため、様々
な能力を組み合わせた作戦に挑む。
時制が錯綜する緊迫のミステリーで
あると同時に、刹那のときめきと哀し
みが胸打つ青春ラブストーリー。

2016 / オーストリア-ルクセンブルク/ 1h49

ディーター・ベルナー
ノア・サーベトラ / マレシ・リーグナー

©Novotny & Novotny Filmproduktion GmbH

28歳の若さで早逝した異端の天才
画家エゴン・シーレの名画「死と乙
女」に秘められた愛の物語を綴る伝
記ドラマ。16歳でヌードモデルを務
めた妹ゲルティと、クリムトから紹介
されたモデルのヴァリとの濃密な愛
の日々を通じて、芸術を追及し続け
るシーレの姿を赤裸々に炙り出す。

好きになるその瞬間を。
告白実行委員会

2016 / 日本 / 1h03

柳沢テツヤ
麻倉もも / 花江夏樹 / 代永翼 / 細谷佳正

©HoneyWorksMovie

3/4 - 3/17

HoneyWorks

憧れの先輩・恋雪と同じ高校に進学す
るため猛勉強し、晴れて桜丘高校へ
入学した雛。恋雪が片思いの相手を
振り向かせるためイメチェンしたこと
を知った雛は告白を決意するが…？
クリエーターユニットHoneyWorks
による青春ストーリー第２弾！
一般・大学生 1,300円／高校生以下 1,000円

We Are X

2016 / イギリス-日本‐アメリカ / 1h36

スティーヴン・キジャック
YOSHIKI / Toshi /ジーン・シモンズ /PATA

©2016 PASSION PICTURES LTD.

3/3 -

X JAPANの栄光から解散、HIDEと
TAIJIの死、そしてバンドの再生に至
るまで、波乱の活動を描いたドキュメ
ンタリー。想像を絶するような過去
30年の歴史を記録している。監督
はストーンズのドキュメンタリーなど
で知られるスティーヴン・キジャック。

2016年サンダンス映画祭 
最優秀編集賞 受賞

2017 / アメリカ / 1h58

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


