
野火 Fires on the Plain

2014 / 日本 / 1h27

©SHINYA TSUKAMOTO / KAIJYU THEATER

11/4 限定上映

大岡昇平　本晋也
　本晋也 / リリー・フランキー / 中村達也

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 IN Splitter, L.P. All Rights Reserved.

11/10 -

世界一のSNS企業「サークル社」に
入社したメイは、超小型カメラを用い
て24時間を公開する新サービスのモ
デルに抜擢される。たちまち1,000万
人のフォロワーを獲得するが、次第に
全てを可視化することに疑問を感じ
るようになっていく。SNS社会の未
来と脅威を描くサスペンス。

2017 / 日本 / 1h45

石原立也
黒沢ともよ/朝井彩加/豊田萌絵/安済知佳/寿美菜子

小川太一

劇場版 響け！ユーフォニアム
届けたいメロディ

©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会

11/11 - 11/24

吹奏楽に打ち込む高校生たちの青春
を描く人気TVシリーズの第二期を、
久美子とあすかを軸に再構築した劇
場版。全国大会出場を控えた夏の終
わり、副部長・田中あすか退部の噂が
駆け巡る。苦手意識を抱いていたあ
すかだが、先輩への憧れに気づき、一
緒に演奏したいと想いを募らせる。

2016 / フランス-ドイツ-ベルギー/ 2h11

ポール・ヴァーホーヴェン
イザベル・ユペール / ロラン・ラフィット

エル ELLE

11/11 - 11/24

自宅で覆面の男に襲われたミシェル
は、警察を頼らず自ら犯人を捜し始
める。元夫、恋人、部下、隣人…全て
が疑わしいが、次第に明らかになる
のは、事件の真相よりも危ない彼女
自身の本性だった。ヴァーホーヴェン
監督とユペール。二つの才能による、
常識破りで異色のサスペンス！

©2015 SBS PRODUCTIONS - SBS FILMS- TWENTY TWENTY VISION FILMPRODUKTION - 
FRANCE 2 CINEMA - ENTRE CHIEN ET LOUP

ボブという名の猫
幸せのハイタッチ

2016 / イギリス / 1h43

ロジャー・スポティスウッド
ルーク・トレッダウェイ/ジョアンヌ・フロガット/ボブ（猫）

©2016 STREET CAT FILM DISTRIBUTION LIMITED ALL RIGHTS RESERVED.

11/11 - 11/17

薬物依存で家族からも見放された
ホームレスのジェームズは、怪我を
負った野良猫と出会う。すっかり懐い
たその猫は心の支えとなり、やがて
ジェームズに再び生きる希望を見出
させるのだった。イギリスから届いた
心温まる実話の映画化。本人を演じ
たボブの愛くるしい仕草にも注目！

歓びのトスカーナ

2016 / イタリア - フランス / 1h56

パオロ・ヴィルズィ
ヴァレリア・ブルーニ・テデスキ/ミカエラ・ラマッツォッティ

COPYRIGHT©LOTUS 2015

11/11 - 11/17

イタリア・トスカーナ州。心に問題を抱え
た女性たちが入居する診療施設から、
虚言癖のあるベアトリーチェと自傷癖
のあるドナテッラが脱走する。自由奔放
な逃避行を重ねる２人は次第に絆を
深めていき…。人生の歓びも哀しみも
丸ごと抱きしめるロードムービー！

第 61回ダヴィッド・ディ・ドナテッロ賞
作品賞ほか５部門 受賞

ジュリーと恋と靴工場

2016 / フランス / 1h24

ポール・カロリ/コスティア・テスチュ
ポーリーヌ・エチエンヌ/オリヴィエ・シャントロー

©2016 LOIN DERRIERE L’OURAL – FRANCE 3 CINÉMA – RHONE-ALPES CINEMA

11/11 - 11/17

就職難のジュリーは、ようやく靴工場
に採用される。だが、工場は近代化
により閉鎖寸前。意地とプライドを
かけて本社に抗議する女性靴職人
たちとともに、ジュリーは本当の幸せ
を手にすることができるのか。ジャッ
ク・ドゥミを彷彿とさせる小粋でポッ
プなフレンチミュージカル！

きみの声をとどけたい

2017 / 日本 / 1h34

伊藤尚往
片平美那 / 田中有紀 / 岩淵桃音 / 三森すずこ

©2017「きみの声をとどけたい」製作委員会

11/18 - 11/24

海の見える町に住む女子高校生の
なぎさは、ある日、使われていないミ
ニＦＭラジオ局に迷い込んでしまう。
そこでＤＪの真似事をしたのが偶然
にも放送されてしまい、それがきっか
けで小さなキセキが広がっていき…。
メールやＳＮＳには無い“声”の力で
紡がれる、爽やかな青春アニメ。

ボン・ボヤージュ
家族旅行は大暴走

2016 / フランス / 1h32

二コラ・ブナム
ジョゼ・ガルシア/アンドレ・デュソリエ

©2016 Chic Films – La Petite Reine Production – M6 Films – Wild Bunch

11/25 - 12/8

自慢の新車でバカンスへと旅立った
コックス一家。ところがシステムがあっ
さり故障し、車は時速160キロでハイ
ウェイを大暴走！そんな緊急事態だ
というのに、車内では次々と家族の
秘密が明かされていく。車も、悪あが
きも止まらない！フランス発のハート
フル“走る密室”コメディ！

セザンヌと過ごした時間

2016 / フランス / 1h54

ダニエル・トンプソン
ギヨーム・カネ / ギヨーム・ガリエンヌ

12/2 - 12/8

近代絵画の父ポール・セザンヌと、自
然主義文学の巨匠エミール・ゾラ。
二人は少年時代から固い絆で結ばれ
ていたが、セザンヌはなかなか世間に
認められず、ベストセラー作家となっ
たゾラの一冊の小説が決定的なひび
を入れる。色彩豊かな映像で、二人
の愛憎と創造の軌跡を追う。

©2016 - G FILMS - PATHE - ORANGE STUDIO - FRANCE 2 CINEMA 
- UMEDIA - ALTER FILMS

アメイジング・ジャーニー
神の小屋より

2017 / アメリカ / 2h12

スチュアート・ヘイゼルダイン
サム・ワーシントン/オクタヴィア・スペンサー/すみれ

©2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.

12/2 - 12/8

ウィリアム・ポール・ヤング

幼い愛娘が血まみれのドレスだけを
山小屋に残し、忽然と姿を消した。そ
れから数年、深い悲しみに沈んだまま
の父親に「あの小屋に来い」という奇
妙な招待状が届く。そこで待ち受け
ていたのは、想像を遥かに越える出来
事だった。世界的ベストセラーを映画
化した奇跡の感動作。

コンビニ・ウォーズ
バイトJK VS ミニナチ軍団

2016 / アメリカ / 1h28

ケヴィン・スミス 
リリー＝ローズ・デップ/ハーレイ・クイン・スミス

©2015 YOGA HOSERS, LLC All Rights Reserved.

12/2 - 12/8

ジョニー・デップの娘リリー＝ロー
ズ・デップの映画初主演作品は、父
娘共演も話題のキュートなホラーコ
メディ！誤って呼び覚ましてしまった
邪悪なミニナチ軍団と、やる気のない
JK二人組による、地球の命運をかけ
た壮絶（?）な戦いの火蓋が切って落
とされる！…コンビニで。

リベンジ・リスト

2016 / アメリカ / 1h31

チャック・ラッセル
ジョン・トラボルタ/クリストファー・メローニ

©2016 I Am Wrath Production, Inc.

11/25 - 12/1

最愛の妻を強盗に殺され、しかも裏
社会と繋がる悪徳警官によって事件
をもみ消されてしまったスタンリー。
怒りと悲しみに打ちひしがれた彼は、
かつて無敵の特殊工作員だったころ
の殺人スキルを駆使し、自ら復讐に乗
り出すことに。トラボルタが復讐の鬼
と化す本格クライムアクション!!

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

11/25 - 12/1

海に沈めた檻から野性のサメを鑑賞
するシャークケージダイビングに挑
戦した姉妹。ところがワイヤーが切れ
て水深47メートルの海底に落下して
しまう。無線は届かず、酸素は僅か。
急浮上すれば潜水病の恐れがあり、
留まればサメの餌食。この脱出劇に
生還という結末はあるのだろうか。

甘き人生

2016 / イタリア - フランス / 2h10

マルコ・ベロッキオ
ヴァレリオ・マスタンドレア/ベレニス・ベジョ

©2016 ALL RIGHTS RESERVED IBC MOVIE SRL, KAVAC FILM SRL, AD VITAM

12/2 - 12/8

1960年代のトリノと90年代のローマ
を舞台に、幼い頃に母と死別したトラ
ウマを抱えて生き続ける男が、ある女
性との運命的な出会いを経て未来
へ歩みだす姿を描く。巨匠マルコ・
ベロッキオが力強く格調高い演出で、
戦後イタリア史に差す光と影を織り
込みながら謳い上げる愛の叙事詩。

2017 / 日本 / 時間未定

久保茂昭 / 中茎強
AKIRA / 青柳翔 /TAKAHIRO / 登坂広臣

2016 / アメリカ / 2h07

セオドア・メルフィ 
タラジ・P・ヘンソン/オクタヴィア・スペンサー

ドリームHiGH&LOW THE MOVIE３
FINAL MISSION

©2017「HiGH&LOW」製作委員会 ©2016 Twentieth Century Fox

11/11 - 11/11 - 11/24

九龍グループ総裁が釈放され、苛烈
な反撃にあうSWORD地区。拉致され
た山王連合会のリーダー・コブラを
救出し、カジノ建設計画を阻止するた
め、SWORD各グループはついに団
結して立ち上がる！ドラマティックな群
像劇と圧倒的なスケールでファンを魅
了してきた、劇場版シリーズ最終章！

アメリカとソ連が宇宙開発にしのぎを
削っていた1960年代、NASAは宇宙
飛行士ジョン・グレンの地球周回軌
道飛行に成功する。その裏にはNASA
の頭脳として活躍した黒人女性たち
がいた。人種差別が色濃く残るなか、
卓越した知性と努力で時代を切り拓
いた彼女たちのサクセスストーリー。

ローガン・ラッキー

2017 / アメリカ / 1h59

スティーヴン・ソダーバーグ
チャニング・テイタム/アダム・ドライバー

泥棒役者

2017 / 日本 / 1h54

西田征史
丸山隆平 / 市村正親 / 石橋杏奈 / 宮川大輔

©2017 Incarcerated Industries Inc. All Rights Reserved.©2017「泥棒役者」製作委員会

11/18 -11/18 -

ことごとく運の悪いローガン兄弟は、
モーターレースの現場から現金を強
奪することを思いつく。服役中の爆弾
魔ジョーを仲間に引き入れるも、果た
してこの人選、吉と出るか、凶と出る
か。ソダーバーグ監督復帰作にして、
豪華キャスト集結の痛快クライム・
エンターテインメント！

昔の仲間に脅され、豪邸に忍び込ん
だ元・泥棒。彼は来客たちから豪邸
主人、絵本作家、編集者と次 と々別
人に間違えられ、その度「役」を演じ
るハメに。この鉢合わせが彼らの運命
を思わぬ方向へ導かせる…。豪華キャ
ストが屋敷に集結！偶然の出会いと
勘違いの会話から始まる喜劇。

火花

2017 / 日本 / 2h01

板尾創路
菅田将暉 / 桐谷健太 / 木村文乃 / 川谷修士

©2017「火花」製作委員会

覆面系ノイズ

2017 / 日本 / 1h56

三木康一郎
中条あやみ/志尊淳/小関裕太/真野恵里菜

シネマ歌舞伎 め組の喧嘩

2017 / 日本 / 1h43
中村勘三郎/中村扇雀/中村橋之助/中村錦之助

©2017「覆面系ノイズ」製作委員会 © 篠山紀信

11/23 - 11/25 - 11/25 - 12/15

又吉直樹 福山リョウコ

お笑いコンビ・ピースの又吉による芥
川賞受賞作が満を持しての映画化。
メガホンを取るのは、芸人でありつつ
数多くの映画への出演も果たす板尾
創路。芽が出ずくすぶる若手芸人と
信念を持つ天才肌の先輩芸人。「笑
い」に魅せられた二人の男の10年間
を綴る、アホで愛おしい青春物語。

歌が大好きな女の子ニノが歌い続
ける理由、それは幼い頃に離ればな
れになった初恋相手に自分を見つけ
出してもらうため。高校生になって人
気覆面バンドに誘われたニノは、彼
との再会を信じて、ボーカルとして本
格的に音楽活動を始める。片想いが
交錯する人気恋愛マンガを実写化！

町火消の「め組」鳶頭の辰五郎は、鳶
と力士の小競り合いを収めるも面子
を汚される。密かに仕返しを決意した
彼は、命知らずの鳶たちを率いて真
剣勝負に乗り込んでゆく。まさに「火
事と喧嘩は江戸の華」。2012年に他
界した十八代中村勘三郎の躍動感
溢れる舞台が、いま鮮やかに蘇る！
一般 2,100 円 / 学生・小人 1,500 円

禅と骨

2016 / 日本 / 2h07

中村高寛
ヘンリ・ミトワ / ウエンツ瑛士 / 余貴美子

エルネスト

2017 / 日本 - キューバ / 2h04

阪本順治
オダギリジョー/ホワン・ミゲル・バレロ・アコスタ

©大丈夫・人人 FILMS

©2017 "ERNESTO" FILM PARTNERS.

12/2 - 12/8

11/18 - 12/1

林海象

日系人のフレディ前村は留学中に
キューバ革命の英雄チェ・ゲバラに出
会い、その思想に魅了される。祖国ボ
リビアの革命支援軍に志願したフレ
ディに、ゲバラは自身のファーストネー
ム「エルネスト」を与えるのだった。
抵抗運動に身を捧げた知られざる生
涯を、阪本順治監督が映画化。

アメリカ人の父と日本人の母を持つ
禅僧ヘンリ・ミトワ。日本文化を愛す
る彼は80歳を目前に突如、童謡“赤
い靴” の映画化を宣言。家族を巻き
込み、今までの人生から大きく逸脱し
ていく。昭和を生きた、複雑で、胡散
臭く、愛おしい男の生涯に『ヨコハマ
メリー』の中村高寛監督が迫る。

探偵は BAR にいる３

2017 / 日本 / 2h02

古沢良太吉田照幸
大泉洋 / 松田龍平 / 北川景子 / 前田敦子

鋼の錬金術師

2017 / 日本 / 時間未定

荒川弘曽利文彦 
山田涼介/本田翼/ディーン・フジオカ/蓮佛美沙子

©2017「探偵は BAR にいる 3」製作委員会 ©2017 荒川弘／ SQUARE ENIX ©2017 映画「鋼の錬金術師」製作委員会

12/1 - 12/1 -

東直己

ススキノを舞台に、大泉洋演じる探
偵と、松田龍平演じる相棒・高田のコ
ンビが活躍する待望のシリーズ第３
弾！失踪した女子大生を調査する二
人は、モデル事務所の美人オーナー
に出会い翻弄される。そこへ裏社会に
通じた大物実業家が立ちはだかり、
予想外の大事件に巻き込まれてゆく。

荒川弘の伝説的コミックが遂に完全
実写映画化！幼い頃、禁断の〈錬金
術〉によって亡き母を生き返らせよう
とし、兄エドは手足を、弟アルは体す
べてを失った。弟の体を元に戻すため
に命をかける兄と、彼を支える心優し
い弟。失った体を取り戻す手がかりを
探すため、壮大な冒険の旅が始まる！

いただきます
みそをつくる子どもたち

2017 / 日本 / 1h15

オオタヴィン
西福江 / 小泉武夫 / 奥田昌子 / 木村泰子

11/25 - 12/1

福岡県の高取保育園では「食は命な
り」という理念のもと、伝統的な和食
を給食に取り入れてきた。給食で食べ
る200人分のみそは、園児達が毎月自
分たちで仕込んでいるという。発酵学
の第一人者である小泉武夫ら各分野
の専門家とともに、和食に秘められた
英知を紐解いていくドキュメンタリー。

2017 / アメリカ / 2h15

アンディ・ムスキエティ 
ジェイデン・リーバハー/ビル・スカルスガルド

IT ／イット
“ それ ” が見えたら、終わり。

11/3 -

スティーヴン・キング 

謎の児童行方不明事件が相次ぐ田
舎町。ある大雨の日、ビルの弟が多
量の血痕を残し失踪した。悲しみに
暮れるビルの前に、突如“それ”が現
れる…。『エクソシスト』を超え、全米
ホラー映画史上No.1記録を更新し、
続編制作も決定！全米を震撼させた
恐怖のピエロがいよいよ日本上陸！

セブン・シスターズ

2016 /イギリス-アメリカ-フランス-ベルギー/ 2h03

トミー・ウィルコラ
ノオミ・ラパス / グレン・クローズ

©SEVEN SIBLINGS LIMITED AND SND 2016

12/2 - 12/8

厳格な一人っ子政策が強行される近
未来。各曜日から名前を取った一卵
性７つ子姉妹は、自分の曜日にだけ
外出し、７人で１人の人格を演じてい
た。そうして生き延びてきた姉妹だっ
たが、何かが起きたのか、ある日“月
曜 ”が帰宅せず…。ノオミ・ラパスが
７役に挑んだ異色ＳＦスリラー。

第二次大戦末期のフィリピン・レイ
テ島。日本軍の敗色濃厚の中、田村
一等兵は結核を患い、野戦病院行
きを余儀なくされる。しかし、負傷兵
だらけで食料は困窮。田村は原野を
彷徨うことに。空腹と孤独、暑さと絶
望の果てに田村が見たものとは…。
11/４（土）　 本晋也監督 来館＆トーク

©2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC. 
ALL RIGHTS RESERVED.

オリエント急行殺人事件

2017 / アメリカ / 時間未定

ケネス・ブラナー
ジョニー・デップ / ジュディ・デンチ

©2017Twentieth Century Fox Film Corporation

12/8 -

アガサ・クリスティ

寝台列車オリエント急行で、富豪ラ
チェットが殺された。乗客全員が容疑
者の中、世界一の名探偵・ポアロが
事件を推理していく…。アガサ･クリ
スティの名作ミステリーが、ケネス・ブ
ラナー監督＆主演、ジョニー･デップ
やジュディ・デンチ他超豪華キャスト
で新しく生まれ変わる！

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


