
PEACE MAKER 鐵（クロガネ）
前篇 ～ 想道（オモウミチ）～

2018 / 日本 / 1h08

きみやしげる
梶裕貴 / 中田譲治 / 斎賀みつき / 櫻井孝宏

©黒乃奈々絵／マッグガーデン・PEACE MAKER 鐵 製作委員会

7/13 - 7/19

黒乃奈々絵

幕府に忠誠を誓う新撰組は、大政奉還
後も徳川慶喜に帯同して大坂へと下り、
来る戦いに備えていた。新撰組隊士･
市村鉄之助は、かねてより親しくしてい
た少女･沙夜を想いながらも、新撰組と
しての運命を全うしようとするが…。人
気コミックを二部作で劇場アニメ化。
特別料金：1,300円均一

天命の城

2017 / 韓国 / 2h19

ファン・ドンヒョク
イ・ビョンホン/キム・ユンソク/パク・ヘイル

©2017 CJ E&M CORPORATION and SIREN PICTURESALL RIGHTS RESERVED

7/27 - 8/2

坂本龍一

1636年、清の軍勢12万人に包囲され
た朝鮮朝廷は籠城を余儀なくされる。
大義のために最後まで戦うのか、恥
辱に耐えて和睦し国と民を守るのか。
二つの信念の対立の末に、王が下した
決断とは。朝鮮史上もっとも熾烈な戦
い「丙子の役」を、イ・ビョンホン主演
で骨太に描く歴史大作。

マルクス・エンゲルス

2017 / フランス - ドイツ - ベルギー / 1h58

パスカル・ボニゼールラウル・ペック
アウグスト・ディール/シュテファン・コナルスケ

7/20 - 8/2

労働者が搾取される不平等な世界を
変革すべく闘った思想家、マルクスと
エンゲルス。２人が出会い、「共産党
宣言」を執筆するまでの若き日を描
いた伝記ドラマ。若者の純粋な夢と
友情が熱く胸を打つ普遍的な青春映
画でもある一方、その社会的なメッ
セージは現代にこそ鋭く突き刺さる。

©AGAT FILMS & CIE - VELVET FILM - ROHFILM - ARTEMIS PRODUCTIONS
- FRANCE 3 CINEMA - JOUROR - 2016

５パーセントの奇跡
嘘から始まる素敵な人生

2017 / ドイツ / 1h51

マルク・ローテムント
コスティア・ウルマン/ヤコブ・マッチェンツ

7/13 - 7/19

サリヤ・カハヴァッテ

病気で視力の95％を失うも一流ホテ
ルマンになる夢を諦めきれないサリヤ
は、病気を隠して５つ星ホテルの研修
生となる。親友の助けを借りながら研
修課題を順調にクリアしていくが…。
驚きの実話をもとに、誰もが経験する
人生の挫折や喜びをたっぷり詰めこ
んだヒューマンドラマ。

©ZIEGLER FILM GMBH & CO. KG, SEVENPICTURES FILM GMBH, 
STUDIOCANAL FILM GMBH

2017 / アメリカ / 2h05
スティーヴ・カレル/ブライアン・クランストン

30年後の同窓会
©2017 AMAZON CONTENT SERVICES LLC

7/13 - 7/19

リチャード・リンクレイター

戦死した息子を連れ帰る旅に、30年
間音信不通だった二人の戦友を誘っ
たドク。あっという間に昔の関係を取り
戻した彼らは大いに語り、笑いあい、
それぞれの傷を癒してゆく。リチャー
ド・リンクレイター監督ならではの温
かな筆致で、人生の輝きを取り戻す男
たちを描く珠玉のロードムービー。

ラッキー

2017 / アメリカ / 1h28

ジョン・キャロル・リンチ
ハリー・ディーン・スタントン/デヴィッド・リンチ

©2016 FILM TROOPE, LLC All Rights Reserved

7/13 - 7/19

神など信じない現実主義者の老人
ラッキー。90歳を過ぎ、死について思
いを巡らせるようになるが…。昨年逝
去した名優ハリー・ディーン・スタン
トンの人生すべてが反映されたような
奇跡の映画。全編に死の哀切を漂わ
せつつ、しかしこの最後の主演作はま
ぎれもなく幸運で輝いてもいる。

パティ・ケイク＄

2017 / アメリカ / 1h49
ダニエル・マクドナルド/ブリジット・エヴァレット

©2017 Twentieth Century Fox

7/13 - 7/19

ジェレミー・ジャスパー

掃き溜めのような地元で、酒浸りの母と、
難病の祖母と暮らすパティ。23歳の彼
女の夢は、ラップで成功し地元を抜け出
すこと。彼女にとってヒップホップは魂
の叫びであり、観るものの感情を揺さぶ
る奇跡の秘密兵器だった。“負け犬＝ダ
ンボ ”のサクセスストーリーに世界が熱
狂！最高にドープな音楽映画の傑作！

2018 / 日本 / 1h48

佐藤信介
福士蒼汰 / 杉咲花 / 吉沢亮 / 早乙女太一

久保帯人

BLEACH
©久保帯人／集英社 ©2018 映画「BLEACH」製作委員会

7/20 - 

累計発行部数 9,000万部の大人気コ
ミックが実写映画化！霊が見えること
以外は普通の高校生・黒崎一護。あ
る日突然現れた死神・朽木ルキアから
死神の力を与えられ、虚＜ホロウ＞と
呼ばれる悪霊たちと戦う。最新のCG
技術を駆使して壮大なスケールで描
かれるバトルアクション大作！

心と体と

2017 / ハンガリー / 1h56

イルディコー・エニェディ
アレクサンドラ・ボルベーイ/ゲーザ・モルチャーニ

2017©INFORG - M&M FILM

7/20 - 7/26

リアルとファンタジーが絶妙に溶け合
い、ベルリン映画祭で４冠に輝いたハ
ンガリー発のラブストーリー。不器用
でうまく噛み合わない孤独な男女が、
実は “同じ夢” を見ていたことが明ら
かになる。２人はそれをきっかけに現実
でも距離を縮めていこうとするが…。

第 67 回ベルリン国際映画祭
金熊賞 受賞

ビューティフル・デイ

2017 / イギリス / 1h30

リン・ラムジー
ホアキン・フェニックス/ジュディス・ロバーツ

7/27 - 8/2

ジョニー・グリーンウッド

殺しも厭わない人捜しのプロが、政治
家の娘の捜索を依頼される。しかし見
つけ出した彼女はあらゆる感情を失っ
ていた。孤独な男とすべてを失った少
女。２つの壊れた心の行方を研ぎ澄ま
された映像美で描き出す。ホアキン・
フェニックス主演クライムスリラー。

第 70 回カンヌ国際映画祭
男優賞／脚本賞 受賞

Copyright ©Why Not Productions, Channel Four Television Corporation,and The British Film 
Institute 2017. All Rights Reserved. ©Alison Cohen Rosa / Why Not Productions

アンロック 陰謀のコード

2017 / イギリス / 1h38

マイケル・アプテッド
ノオミ・ラパス / オーランド・ブルーム

©2017 UNLOCKED DISTRIBUTION LIMITED

7/20 - 7/26

かつてCIAの尋問スペシャリストだっ
たアリス。現在は一線を退いていたが、
あるテロ計画阻止のため再び組織に
呼び戻される。しかし、その捜査自体
が何者かの罠だった！追われる身と
なったアリスはテロを阻止できるの
か!?めまぐるしく展開する緊迫のサス
ペンスアクション!!

アメリカン・アサシン

2017 / アメリカ / 1h52

マイケル・クエスタ
ディラン・オブライエン/マイケル・キートン

©2018 Lions Gate Films Inc. All Rights Reserved.

7/27 - 8/2

ヴィンス・フリン

恋人をテロで失い復讐に燃える青年
ミッチはCIAにスカウトされる。鬼教
官ハーリーのもとで過酷な訓練を積
み対テロ計画の最前線につくが、正
体不明のテロリスト「ゴースト」に翻
弄され任務と私怨の間で苦悩する。
全米ベストセラー小説を映画化した
新たなスパイアクションの快作。

ザ・ビッグハウス

2018 / アメリカ - 日本 / 1h59

想田和弘
マーク・ノーネス / テリー・サリス

7/27 - 8/2

想田和弘監督の観察映画第８弾。ミ
シガン州立大のアメフトチームのスタ
ジアムで別名「ザ・ビッグハウス」を17
人の映画作家が観察。試合ではなく、
裏方や11万人の観客の観察から見え
てくる様々なアメリカが抱える問題。
今までの想田監督作品とは雰囲気が
全く違うが、鋭い視点がやはり面白い！

彼の見つめる先に

2014 / ブラジル / 1h36

ダニエル・ヒベイロ
ジュレルメ・ロボ / ファビオ・アウディ

7/27 - 8/2

盲目の高校生レオとそばで彼を支え
る幼馴染のジョヴァンナは、転校生の
ガブリエルと仲良くなる。ガブリエルと
過ごす中で今まで知らなかった新しい
世界に触れていくレオだったが、やがて
３人の関係性に変化が現れ始め…。ブ
ラジルから届いた瑞 し々い青春ドラマ。

第 64 回ベルリン国際映画祭
国際批評家連盟賞／テディ賞 受賞

2018 / 日本 / 時間未定

矢嶋哲生
松本梨香/大谷育江/林原めぐみ/芦田愛菜

劇場版 ポケットモンスター
みんなの物語

7/13 - 

人 が々風と共に暮らす街・フウラシティ
で５人の仲間たちと出会ったサトシと
ピカチュウ。それぞれが悩みを抱え、
パートナーのポケモンと一歩を踏み
出せないでいたが、この出会いが奇跡
を起こす―。監督＆製作陣を新たに、
人とポケモンの絆を描いた新しい「み
んなの物語」が誕生！

いつだってやめられる
10 人の怒れる教授たち

2017 / イタリア / 1h59

シドニー・シビリア
エドアルド・レオ/グレタ・スカラーノ

©2017 groenlandia srl / fandango srl

7/13 - 7/19

ドラッグ製造で一儲けを企み逮捕さ
れたピエトロは、警察から自らの犯罪
歴を消去する代わりに新型ドラッグ
摘発の協力を求められる。かつての仲
間たちに新たなメンバーを加えた新
チームを結成して捜査にあたるのだ
が…。『７人の危ない教授たち』続編と
なるイタリア発の大ヒットコメディ！

ウインド・リバー

2017 / アメリカ / 1h47

テイラー・シェリダン
ジェレミー・レナー / エリザベス・オルセン

©2016 WIND RIVER PRODUCTIONS, LLC. ALL RIGHTS RESERVE

7/27 -

極寒の大自然に囲まれたネイティブア
メリカンの保留地ウインド・リバーで
女性の遺体が発見される。新人FBI
捜査官ジェーンは地元のハンターの
協力を得て事件を追うが…。『ボー
ダーライン』の天才脚本家が荒れ果
てた大地に追いやられた人々の現状
を告発する衝撃の初監督作。

モーリス ４Ｋ

1987 / イギリス / 2h21

ジェームズ・アイヴォリー
ジェームズ・ウィルビー / ヒュー・グラント

7/20 - 7/26

20世紀初頭の英国。２人の美しい青年
が名門大学で出会い、惹かれ合うが、そ
れは時代が許さぬ禁断の愛だった―。

『君の名前で僕を呼んで』でアカデミー
賞脚色賞を受賞した名匠 J・アイヴォ
リーの耽美的文芸ロマンの名作が４K
デジタルで甦る。日本初無修正版上映。

©1987 Merchant Ivory Productions Ltd. A Merchant Ivory Film in association with Film Four 
International and Cinecom Pictures

第 44 回ヴェネチア国際映画祭
監督賞／男優賞／音楽賞 受賞

劇場版 コード・ブルー
ドクターヘリ緊急救命

2018 / 日本 / 時間未定

安達奈緒子西浦正記
山下智久/新垣結衣/戸田恵梨香/比嘉愛未

©2018「劇場版コード・ブルー　ドクターヘリ緊急救命」製作委員会

7/27 -

10 年間に渡って放送された人気ドラ
マ『コード・ブルー』待望の劇場版！こ
れまで多くの大規模災害の現場に出動
し、支え合ってきた藍沢たち。互いへの
思いを抱えながらも別々の道へ旅立つ
時が近づくが、「空」と「海」で未曾有の
連続大事故が発生。史上最悪の現場
に、彼らはいかに立ち向かうのか？

泳ぎすぎた夜

2017 / フランス - 日本 / 1h19

五十嵐耕平 / ダミアン・マニヴェル 
古川鳳羅 / 古川蛍姫 / 古川知里 / 古川孝

©2017 MLD Films / NOBO LLC / SHELLAC SUD

7/13 - 7/19

雪で覆われた青森の山あいにある小
さな町。夜明け前に仕事に向かった
父を追い、６歳の少年は父親の働く
漁業市場をめざす。雪に埋もれた道な
き道をさまよい、手袋を落とし、眠い
目を擦りながら。日仏の若手監督が子
どもの持つ豊かな感覚、そこに流れる
無限の時間を詩的に描く野心作。

ミスミソウ

2017 / 日本 / 1h54

唯野未歩子内藤瑛亮
山田杏奈 / 清水尋也 / 大谷凛香 / 戸田昌宏

© 押切蓮介 / 双葉社 ©2017「ミスミソウ」製作委員会

7/13 - 7/19

押切蓮介

雪に覆われた過疎の町。東京から転校
してきた野咲春花は“部外者”として
扱われ、壮絶なイジメを受けていた。
嫌がらせは日に日にエスカレートし、
ある日、春花の家族が家ごと焼き殺さ
れ…。伝説のコミックを『ライチ☆光ク
ラブ』の監督が実写映画化。美しくも
残酷なトラウマ・サスペンス。

レザーフェイス
悪魔のいけにえ

2017 / アメリカ / 1h29

ジュリアン・モーリー /アレクサンドル・バスティロ 
スティーヴン・ドーフ / リリ・テイラー

©2017 LF2 PRODUCTIONS ALL RIGHTS RESERVED.

7/13 - 7/19

レザーフェイス。禍 し々い輝きを放ち
続けるホラー映画の金字塔『悪魔の
いけにえ』に登場するこの最凶キャラ
クターは、いったいどのように誕生し
たのか？今、その秘められた過去が
明かされる―。昨年逝去したトビー・
フーパー最後のプロデュース作となっ
た戦慄のホラー。

ばぁちゃんロード

2018 / 日本 / 1h29

篠原哲雄
文音 / 草笛光子 / 三浦貴大 / 桜田通

©2018「ばぁちゃんロード」製作委員会

7/20 - 7/26

結婚を控えた夏海の心配は大好き
な祖母のキヨのこと。骨折し車椅子
生活になったキヨは元気をなくし、家
族の面会を拒絶していたのだ。そこ
で夏海は、結婚式のバージンロード
をキヨも一緒に歩くことを提案。その
大きな目標に向けて２人はリハビリ
に励み始めるが…。

クジラの島の忘れもの

2018 / 日本 / 1h38

牧野裕二
大野いと / 森崎ウィン / 幸地尚子

©クジラの島の忘れもの製作委員会

7/20 - 7/26

愛美は、阪神大震災で死別した母と
の思い出“クジラの大ジャンプ”をも
う一度見たいと願って沖縄に移住し
たが、夢は叶わないまま日々が過ぎて
いた。そんなある日、仕事を通じてベ
トナム人青年のコアと知り合うが…。
沖縄・ベトナムの美しい景観が彩る、
国境を越えた純愛ストーリー。

軍中楽園

2014 / 台湾 / 2h13

ニウ・チェンザー
イーサン・ルアン / レジーナ・ワン 

7/20 - 7/26

1949年、毛沢東が中華人民共和国を
建国。国民党軍の撤退先・台湾では
全土で戒厳令が敷かれ、中国大陸の
目の前にある金門島は戦闘の最前線
となった。金門島に実在した軍中公
娼館での人間模様を『モンガに散る』
のニウ・チェンザーが一人の新兵を
通して描いた、問題作にして傑作！

©2014 Honto Production Huayi Brothers Media Ltd. Oriental Digital Entertainment Co., Ltd. 
1 Production Film Co. CatchPlay, Inc. Abico Film Co., Ltd All Rights Reserved

ホウ・シャオシェン

家に帰ると妻が必ず
死んだふりをしています。

2018 / 日本 / 1h55

李闘士男
榮倉奈々 / 安田顕 / 大谷亮平 / 野々すみ花

©2018「家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。」製作委員会

7/20 - 7/31

作：K.Kajunsky/漫画：ichida

結婚３年目のサラリーマンじゅんが
帰宅すると、妻がケチャップの血を流
し死んだふりをしていた。それから毎
日、矢が頭に刺さったり、ワニに食わ
れたり。じゅんは呆れながらも徐々
に不安になっていき…。Yahoo ! 知恵
袋に投稿され、様々なメディアに広
がった妻の「奇行」が待望の映画化。

SUKITA
刻まれたアーティストたちの一瞬

2018 / 日本 / 1h55

相原裕美
鋤田正義 / 布袋寅泰 / ジム・ジャームッシュ

©2018「SUKITA」パートナーズ

7/27 - 8/2

世界的写真家・鋤田（すきた）正義。
デヴィッド・ボウイ、イギー・ポップ、
マーク・ボラン、ＹＭＯ、忌野清志郎
といった錚々たるカルチャーアイコン
の代表作となる写真を撮影してきた。
本人へのインタビューやアーティスト
たちの証言を通じ、鋤田の過去・現
在・未来に迫るドキュメンタリー。

センセイ君主

2018 / 日本 / 時間未定

幸田もも子月川翔
竹内涼真 / 浜辺美波 / 佐藤大樹 / 川栄李奈

©2018 「センセイ君主」製作委員会 ©幸田もも子／集英社

8/1 -

『ヒロイン失格』原作者×『君の膵臓
をたべたい』監督のタッグで贈る爆笑
＆胸キュン必須の学園ラブコメ！！ヒ
ロインには浜辺美波、相手役には竹
内涼真と注目若手俳優が熱演！恋に
恋する女子高生とイケメンだけどクセ
がスゴい新任教師の恋が日本の夏を
ボンババぼんと明るくします！

インクレディブル・ファミリー
©2018 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

8/1 -

前作から14年。あのスーパーファミ
リーが最強赤ちゃんを連れて帰って
くる！驚異的なパワーのために、活動
を禁じられていたMr.インクレディブ
ル一家。ある日、彼らに再びヒーロー
に復帰できるチャンスが訪れる！この
夏、ディズニー／ピクサーが贈る一家
団結アドベンチャー！

2018 / アメリカ / 1h58 予定

ブラッド・バード
三浦友和 / 黒木瞳 / 綾瀬はるか / 高田延彦

ジョン・ラセター

フジコ・ヘミングの時間

2018 / 日本 / 1h55

小松莊一良 フジコ・ヘミング

©2018「フジコ・ヘミングの時間」フィルムパートナーズ

7/20 - 8/2

60代後半でデビューし、情感あふれる
演奏で聴衆を魅了し続けるフジコ・ヘ
ミング。父との別離、ハーフへの差別、
そして聴力の喪失などたくさんの苦難
を乗り越えてきた。ツアーの様子から、
アンティークに囲まれた暮らしに至る
まで、その人間性と音楽に迫る初のド
キュメンタリー。
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ナレーション：三浦透子

ミシガン大学の映画作家たち

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


