
デッドプール２

2018 / アメリカ / 2h00

デヴィッド・リーチ
ライアン・レイノルズ/ジョシュ・ブローリン/ 忽那汐里 

50回目のファーストキス

2018 / 日本 / 1h54

福田雄一
山田孝之/長澤まさみ/ムロツヨシ/佐藤二朗

©2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved ©2018「50 回目のファーストキス」製作委員会

6/1 - 6/1 -

毒舌＆下ネタ連発、不死身で無敵で
不敵の「俺ちゃん」が帰ってきた！！恋
人のためにも“良い人”になろうと決
意したデッドプールは、謎の力を秘め
た少年を守るために最強鬼ヤバチー
ム「エックス・フォース」を結成する
が…？異色の無責任ヒーローが贈る
アクション・コメディ第２弾！

ハワイに住むプレイボーイの大輔が
本気で恋をしたのは、記憶が１日で消
えてしまう女性だった…。2004年に
大ヒットしたハリウッド映画を山田孝
之×長澤まさみでリメイク。『銀魂』や

『勇者ヨシヒコ』シリーズなどギャグ
コメディを得意とする福田雄一監督
が、本気で挑んだラブストーリー。

シネマ歌舞伎
東海道中膝栗毛 歌舞伎座捕物帖

〈とうかいどうちゅうひざくりげ  こびきちょうなぞときばなし〉

2018 / 日本 / 1h45

戸部和久市川猿之助
市川染五郎/市川猿之助/中村勘九郎/中村七之助

©松竹株式会社

6/9 -

十返舎一九

お伊勢参りで一文無しになった弥次
さん喜多さんは、江戸にもどって歌舞
伎座でバイトを始めることに。失敗続き
で怒られてばかりのある日、舞台で殺
人事件が発生。犯人と疑われた２人は
自ら捜査に乗り出すのだが…？今回の
“やじきた”は抱腹絶倒ミステリー！？
一般 2,100 円／学生・小人 1,500 円

メイズ・ランナー 最期の迷宮

2018 / アメリカ / 2h22

ウェス・ボール
ディラン・オブライエン/カヤ・スコデラリオ

6/15 -

ジェームズ・ダシュナー

巨大迷路からの脱出に３年の歳月を
費やしたトーマスたち。捕われたミン
ホを救い出すため、世界災害対策本部

（WCKD）がある“ラスト・シティ”へ
の逆侵入を決意する！『メイズ・ラン
ナー』シリーズが遂に完結！仲間を、
そしてウイルスに侵された人類を救う
ために最期の迷宮を攻略せよ！

©TM and ©2017 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved. 
Not for sale or duplication.

パンク侍、斬られて候

2018 / 日本 / 2h11

宮藤官九郎石井岳龍
綾野剛 / 北川景子 / 東出昌大 / 染谷将太

© エイベックス通信放送

6/30 -

町田康

町田康の傑作時代小説を監督：石井
岳龍×脚本：宮藤官九郎で実写映画
化！江戸時代を舞台に“超人的刺客 ”
にして“テキトーなプータロー侍” 掛
十之進が、自ら蒔いた種によって生ま
れる大惨事に七転八倒する大活劇。
喜怒哀楽たっぷりに演じる豪華俳優
陣が爆裂ワールドを創り上げる！

それいけ ! アンパンマン
かがやけ ! クルンといのちの星

2018 / 日本 / 時間未定

矢野博之
戸田恵子 / 中尾隆聖 / 杏 / アンジャッシュ

6/30 -

やなせたかし

星祭りの準備で大忙しのある日、黒い
星が降ってきて木や草が枯れてしま
いました。アンパンマンは“いのちの星
の故郷”の様子を見に行くため、不思
議な女の子クルンを連れ宇宙へ出発
します。「アンパンマンのマーチ」の歌
詞をキーワードに、やなせ先生の想い
を込めて元気100倍でお届けします。

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV ©やなせたかし／アンパンマン製作委員会 2018

モリーズ・ゲーム

2017 / アメリカ / 2h20

アーロン・ソーキン
ジェシカ・チャステイン / イドリス・エルバ

©2017 MG's Game, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

6/22 - 7/5

怪我でオリンピック出場を断念したモ
リーは、やがて高額ポーカー・ルー
ムの経営者に転身する。瞬く間に大
成功を収めるが、突然FB I に踏み込ま
れ全てを失ってしまう。しかしその時
から彼女の想像を超えた逆転劇が始
まった！実在の才女を見舞ったスキャ
ンダルの真相に迫る実録ドラマ。

BPM ビート・パー・ミニット

2017 / フランス / 2h23

ロバン・カンピヨ
ナウエル・ペレーズ・ビスカヤート/アルノー・ヴァロワ

©Celine Nieszawer

6/1 - 6/7

HIV／エイズへの対策を怠る政府や製
薬会社に抗議し、差別や偏見と闘う活
動団体「ACT UP‐Paris」。90年代初頭
のパリにおけるロバン・カンピヨ監督自
身の実体験を基に、ACT UPの若者た
ちの恋、葛藤、そして鮮烈な命のビート
をエモーショナルに活写した青春映画。

第 70 回カンヌ国際映画祭
グランプリ 受賞

タクシー運転手
約束は海を越えて

2017 / 韓国 / 2h17

チャン・フン
ソン・ガンホ / トーマス・クレッチマン

©2017 SHOWBOX AND THE LAMP. ALL RIGHTS RESERVED.

6/1 - 6/7

1980年の韓国。民主化を求めるデモ
が激化し、光州では軍が厳戒態勢を
敷いていた。ソウルのタクシー運転手
マンソプは高額な報酬につられて、
外国人記者を危険な光州に連れてい
くことになるが…。韓国現代史最大の
悲劇 “光州事件”を、平凡な市民と
記者の目から描いた衝撃作。

君の名前で僕を呼んで
©Frenesy, La Cinefacture

6/8 - 6/21

北イタリアの避暑地。17歳のエリオは、
ひと夏を過ごしにアメリカから来た24
歳のオリヴァーと出会い、激しい恋に
落ちる。しかし無情にも夏の終わりが
迫ってきて…。生涯忘れえぬ恋の痛み
と喜びを描いた傑作。新星ティモシー・
シャラメが眩しすぎる存在感を放つ。

第 90 回アカデミー賞
脚色賞 受賞

アイ，トーニャ
史上最大のスキャンダル

2017 / アメリカ / 2h00

クレイグ・ギレスピー
マーゴット・ロビー / アリソン・ジャネイ

Copyright ©2017 AI Film Entertainment LLC. All Rights Reserved.

6/8 - 6/21

フィギュアスケート選手トーニャ・ハー
ディングの人生は、五輪代表の座を争
うナンシー・ケリガン襲撃事件で一変
する。世界中を震撼させた大スキャン
ダルの“知られざる真実”とは！？トー
ニャの鬼母に扮したアリソン・ジャネ
イがオスカー受賞も納得の怪演！

第 90 回アカデミー賞
助演女優賞 受賞

ザ・スクエア 思いやりの聖域

2017 /スウェーデン-ドイツ-フランス-デンマーク/ 2h31

リューベン・オストルンド
クレス・バング / エリザベス・モス

6/22 - 6/28

現代美術館のキュレーター、クリス
ティアンは、参加型アート「ザ・スクエ
ア」を発表。現代社会に蔓延するエゴ
イズムや格差問題に一石を投じる狙
いだったが、ある事件を機に制御不能
の窮地に陥っていく。痛烈な皮肉と笑
いで生きることの本質に迫る意欲作。

第 70 回カンヌ国際映画祭
パルムドール 受賞

©2017 Plattform Prodtion AB / Societe Parisienne de Production 
/ Essential Filmproduktion GmbH / Coproduction Office ApS

生きる街

2018 / 日本 / 2h04

榊英雄
夏木マリ / 佐津川愛美 / イ・ジョンヒョン

©2018「生きる街」製作委員会

6/8 - 6/14

千恵子たち４人家族の生活は東日本
大震災によって一変した。漁師の夫は
行方不明になり、娘も息子も心に大き
な傷を負った。そこに、ある韓国人青
年が訪れる。彼は千恵子も知らなかっ
た夫の姿を語りはじめ…。震災からの
再生をテーマに、石巻市で撮影され
た珠玉のヒューマンドラマ。

秋山命

コードギアス
反逆のルルーシュIII 皇道

2018 / 日本 / 2h20

谷口悟朗
福山潤/櫻井孝宏/ゆかな/小清水亜美/名塚佳織

©SUNRISE ／ PROJECT L-GEASS Character Design ©2006-2017 CLAMP・ST

6/29 - 7/12

世界最大の国家・神聖ブリタニア帝
国と黒の騎士団が新たな時代を懸け
て遂に激突！戦火が広がり、人 の々怒
りや悲しみ、執着や願いが交錯する
中、世界の未来を見据えたルルーシュ
＝ゼロとスザクの物語は衝撃の結末
を迎える。人気TVアニメ『コードギ
アス』劇場版３部作、堂 の々完結！

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

6/8 - 6/14

冬の弘前。早朝から魚市場で働く父親
のもとに、自分が描いた魚の絵を届け
に向かう、６歳の少年の小さな冒険物
語。五十嵐耕平監督とダミアン・マニ
ヴェル監督が、青森で出会った少年
を主人公に、子供の目線で丁寧に描
き、ヴェネチア国際映画祭などで大き
な話題を呼んでいる秀作。

ニワトリ★スター

2017 / 日本 / 2h15
井浦新 / 成田凌 / 紗羅マリー / 津田寛治

©映画『ニワトリ★スター』製作委員会

6/1 - 6/7

かなた狼

風変わりな住人ばかりが集まったア
パートで共同生活する草太と楽人。
大麻の売人をしたり、冴えないなりに
気ままで楽しい生活を送っていたが、
やがて予測不能の運命に巻き込まれ
ていく。一筋縄ではいかないキャラク
ターたちが織りなす、クレイジーな青
春バイオレンスファンタジー。

ゆずりは

2018 / 日本 / 1h51

加門幾生 
滝川広志 / 柾木玲弥 / 勝部演之

©「ゆずりは」製作委員会

6/16 - 6/29

葬儀社で働く水島は、長年「死」を仕
事にすることで心が死んでしまってい
た。ある日、イマドキな新入社員の教
育係を任されたことをきっかけに、水
島の心に変化が訪れて…。ものまねタ
レントのコロッケが本名・滝川広志と
して初主演。生と死を真正面から描
いた心温まる感動作。

ラスト・ホールド！

2018 / 日本 / 1h30

真壁幸紀
塚田僚一（A.B.C-Z）/ 岩本照 / 深澤辰哉

©松竹

6/22 - 7/5

大学卒業を控えた岡島は、廃部寸前
のボルダリング部を再建するべく、６人
の新入部員を勧誘した。しかしその
ほとんどがボルダリング未経験の上、
全くやる気もなく…。A.B.C-Zの塚田
僚一とジャニーズJr.の人気グループ
Snow Manが奏でる、コミカルでスリリ
ングな青春胸熱エンターテインメント！

終わった人

2018 / 日本 / 2h05

中田秀夫
舘ひろし / 黒木瞳 / 広末涼子 / 今井翼

©2018「終わった人」製作委員会

6/9 -

内館牧子

定年を迎えた壮介は、有り余る時間に
グチをこぼす毎日。そんな姿に妻は白
い目を向け、周りからは“終わった人”
と見なされる。「このままでは終われ
ない！」第２のキャリアを築くため奮
闘する壮介の姿を、原作に一目惚れ
したホラー映画の巨匠・中田監督が
並々ならぬ想いで描いた人情喜劇！

Vision
©2018「Vision」LDH JAPAN, SLOT MACHINE, KUMIE INC.

6/8 -

幻の薬草 “Vision”を求めて、エッセ
イストのジャンヌは奈良の森へとやっ
てきた。そこで山守の智と出会い次
第に心を通わせていくことに。しかし
ある若者が現れたことで運命の歯車
が動き始めて…。世界で活躍する映
画人たちが、河瀨監督の故郷に結集
し創り上げたヒューマンドラマ。

さよなら、僕のマンハッタン

2017 / アメリカ / 1h28

マーク・ウェブ
カラム・ターナー / ジェフ・ブリッジス

©2017 AMAZON CONTENT SERVICES LLC

6/22 - 7/5

大学卒業を機に親元を離れたが就職
はせず、アルバイトで生活するトーマ
ス。思いを寄せる古書店員のミミとも
友達止まりだ。そんな人生の迷走中
の彼が、おかしな隣人や父の愛人との
出会いによって見つけた本当の自分と
は？サイモン＆ガーファンクルの名曲
にのせて贈るＮＹへのラブレター。

2018 / 日本 - フランス / 1h50
ジュリエット・ビノシュ/永瀬正敏/岩田剛典

河瀨直美

2017 / アメリカ / 1h53

スティーヴン・チョボスキー
ジュリア・ロバーツ/オーウェン・ウィルソン

ワンダー 君は太陽
©2017 Lions Gate Films Inc. and Participant Media, LLC and Walden Media,LLC. All Rights Reserved.

6/15 -

遺伝子疾患で人とは違う顔で生ま
れてきたオギーは、５年生から初
めて学校に通うことに。他の生徒
となじめず、時にはいじめられて
涙する日もあったが、得意な理科
の授業をきっかけに友達ができ、

他の生徒も彼の優しくて明るく前向
きな性格に気付き始めて…。涙する
価値のある珠玉の１本。

空飛ぶタイヤ
©2018「空飛ぶタイヤ」製作委員会

6/15 -

走行中のトレーラーから突然タイ
ヤが外れ、死傷者がでる脱輪事
故が発生した。事故原因を整備
不良と決め付けられた運送会社
社長の赤松は、本当は車両自体
に欠陥があったのではと考え、大

手自動車会社に再調査を要求する。
果たしてそれは事故なのか事件なの
か。池井戸潤作品初の映画化！

2018 / 日本 / 2h00

本木克英 
長瀬智也/ディーン・フジオカ/高橋一生/深田恭子

池井戸潤

妻よ薔薇のように
家族はつらいよIII

©2018「妻よ薔薇のように　家族はつらいよ III」製作委員会

上映中

シリーズ３作目のテーマは【主婦への
讃歌】。ダメ夫の心ない言葉に、溜ま
り溜まった不満が爆発し妻が家出を
してしまった！一家の家事を担う主
婦がいなくなる史上最大のピンチに、
平田家は大混乱！山田洋次監督が贈
る、全ての女性が笑って共感、しみじ
み泣けて励まされる家族のドラマ。

2018 / 日本 / 2h03
橋爪功 / 吉行和子 / 西村まさ彦 / 夏川結衣 

山田洋次 平松恵美子

友罪

2018 / 日本 / 2h09

瀬々敬久
生田斗真/瑛太/佐藤浩市/夏帆/山本美月

©2017 映画「友罪」製作委員会 ©薬丸岳／集英社

上映中

薬丸岳

ジャーナリストの夢破れて町工場で
働き始めた益田は、同じ日に働き始め
た鈴木と出会う。次第に心を通わせて
いく２人だったが、あるきっかけで増
田は「鈴木が17 年前の連続児童殺
傷事件の元少年犯ではないか」と疑
い始めて…。生田斗真と瑛太が渾身
の演技で挑んだ慟哭の人間ドラマ。

オンリー・ザ・ブレイブ

2017 / アメリカ / 2h14

ジョセフ・コシンスキー
ジョシュ・ブローリン / マイルズ・テラー

©2017 NO EXIT FILM, LLC

6/22 -

2013年にアリゾナ州で発生した大規
模森林火災に挑んだ男達を描いた感
動の実話。堕落した日 を々過ごすブレ
ンダンは、恋人の妊娠を機に森林消
防団に入隊。地獄のような訓練が続く
中、山を飲み込む程の山火事が発生
する。炎に立ち向かう熱い男達の絆と
プライドに、興奮と涙が押し寄せる！

ボストン ストロング
ダメな僕だから英雄になれた

2017 / アメリカ / 2h00

デヴィッド・ゴードン・グリーン
ジェイク・ギレンホール/タチアナ・マスラニー

6/29 - 7/5

ボストンマラソンの爆弾テロ事件で
両足を失ったジェフは、犯人逮捕に
貢献したことで一躍ヒーローに。し
かし１人では日常生活もままならない
現実に直面し…。恋人や家族に支え
られながら困難を乗り越えようとす
る “普通の男”をＪ・ギレンホールが
巧演。人間味に溢れた感動の実話。

©2017 Stronger Film Holdings, LLC. All Rights Reserved. Motion Picture Artwork©2018 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

2017 /イタリア-フランス-ブラジル-アメリカ/ 2h12

ルカ・グァダニーノ
ティモシー・シャラメ / アーミー・ハマー

ジェームズ・アイヴォリー

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

6/29 - 7/5

押切蓮介

雪に覆われた過疎の町。そこへ東京か
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。

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


