
鋼の錬金術師
©2017 荒川弘／ SQUARE ENIX ©2017 映画「鋼の錬金術師」製作委員会

12/1 -

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！

2017 / 日本 / 1h29

虚淵玄静野孔文 / 瀬下寛之
宮野真守/櫻井孝宏/花澤香菜/杉田智和/梶裕貴

2017 / 日本 / 2h13

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

マンチェスター・バイ・ザ・シー

2016 / アメリカ / 2h17

ケネス・ロナーガン
ケイシー・アフレック/ミシェル・ウィリアムズ

©2016 K Films Manchester LLC. All Rights Reserved.

12/2 - 12/8

マット・デイモン/クリス・ムーア

兄の死をきっかけに故郷へ戻ってきた
男が、遺言により16歳の甥の後見人と
なることを託される。二度と帰るつも
りのなかった町で、過去の悲劇と向き合
わざるを得なくなった男をケイシー・
アフレックが繊細に演じ、アカデミー
主演男優賞に輝いた珠玉の人間ドラマ。

第 89 回アカデミー賞
主演男優賞／脚本賞 受賞

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

12/2 - 12/15

京都アニメーション製作の吹奏楽部に
打ち込む高校生たちの青春を描いた
人気 TVアニメシリーズ第２期を再構
成した劇場版第２弾。全国大会出場を
控えた久美子は先輩のあすかが退部
するかもしれない事態を聞きつけ、自
分の中にある思いに気が付き…。２人
を軸に彼女たちの部活動を振り返る。

夜明けの祈り

2016 / フランス - ポーランド / 1h55

アンヌ・フォンテーヌ
ルー・ドゥ・ラージュ / アガタ・ブゼク

©2015 MANDARIN CINEMA AEROPLAN FILM / ANNA WLOCH

12/2 - 12/8

1945年のポーランドで、ソ連兵の暴
行を受けて身ごもった修道女たちが
いた。赤十字で働く女医マチルドは
激務の合間を縫って修道院へ通い、彼
女たちの希望となってゆく。信仰は、
医療は、人を救済することができるの
か。確固たる信念のもと人道を貫いた
フランス人医師の真実の物語。

幼な子われらに生まれ

2017 / 日本 / 2h07

三島有紀子
浅野忠信/田中麗奈/宮藤官九郎/寺島しのぶ

©2016「幼な子われらに生まれ」製作委員会

12/2 - 12/8

重松清

バツイチ子持ちで再婚した田中信は、
妻の二人の連れ子とも仲良くやろう
と努力していた。だが、妻の妊娠を機
に長女が本当の父に会いたいと主張
し、信は自暴自棄になっていく。血の
つながりを超えた家族の姿を模索す
る人間たちを、豪華俳優陣のアンサン
ブルで描く人間ドラマ。

荒井晴彦

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

© 篠山紀信

11/25 - 12/15

町火消の「め組」鳶頭の辰五郎は、
喧嘩っ早い鳶たちと相撲力士たちの
小競り合いを収めるが、武家のお抱
えの力士より鳶は格下だと言い放た
れ、怒りを胸の内に押し殺すも、密か
に仕返しを決意する。「火事と喧嘩は
江戸の華」中村勘三郎が魅せる、江
戸の男の生き様をお見逃しなく！
一般 2,100 円 / 学生・小人 1,500 円

武田綾乃

阿修羅少女（アシュラガール）
BLOOD - C 異聞

2017 / 日本 / 1h30

藤咲淳一奥秀太郎
青野楓 / 松村龍之介 / 古田新太

©PRODUCTION I.G・CLAMP / ASURA GIRL PROJECT

12/2 - 12/8

Production I.G/CLAMP

戦前の日本、赤狩りと称して横暴を極
める特高警察。蹂躙された村人達は
限界を迎え、やがて抗争へと発展。混
乱の最中、そこに見え隠れする「古き
もの」を狩るため、日本刀を携えた制
服の少女・小夜が現れる。因習と血脈
で塗り固められた寒村を舞台に、血で
血を洗う惨劇の幕が開く！

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/ダニエル・クレイグ 

©2017 Incarcerated Industries Inc. All Rights Reserved.

上映中

不運続きで無職のローガン兄弟は、
爆弾のスペシャリストの囚人を脱獄さ
せ仲間にし、モーターレースの最中に
売上金を盗もうと企てるが…。ソダー
バーグの映画監督復帰作は、チャニン
グ・テイタムやダニエル・クレイグら
豪華キャストが巻き起こすクライム・
エンターテインメント！

2017 / アメリカ / 2h01
ベン・アフレック / ガル・ガドット
ザック・スナイダー

ジャスティス・リーグ

11/23 -　

史上最強の超人スカウト作戦開始！
スーパーマン亡き後、世界崩壊の危
機にバットマンことブルース・ウェイ
ンが集めたのは、史上最強のパワー
を持つ超人たち。しかし彼らは性格も
バラバラ、協調性のかけらもなくて…。
クセの強い超人たちをまとめきれるの
か？世界は 1 人では救えない！

©2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC AND 
RATPAC ENTERTAINMENT, LLC

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

11/23 -

又吉直樹 

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。

GODZILLA 怪獣惑星

©2017 TOHO CO., LTD.

上映中

二十世紀最後の夏、巨大生物「怪獣」
とその怪獣をも駆逐する究極の存在

「ゴジラ」が出現。地球を追われた人
類は２万年の歳月を経て帰還するが、
地球はすでにゴジラを頂点とした未
知の世界へと変貌していた…。シリー
ズ初のアニメーション映画は「ゴジラ」
の常識全てを覆す！

gifted ／ギフテッド

2017 / アメリカ / 1h41

マーク・ウェブ
クリス・エヴァンス / マッケナ・グレイス

©2017 Twentieth Century Fox Film Corporation

12/30 - 1/12

母と死別して叔父のフランクに育て
られたメアリーは、学校に通い始め
たことで特別な才能(ギフテッド)が
発覚。フランクはメアリーを特別扱い
しないと決めていたが、教育方針の
違う彼の母は２人を引き離そうとし
て…。『（500）日のサマー』のＭ・ウェ
ブ監督が贈るヒューマンドラマ。

リベンジ girl
©2017「リベンジ girl」製作委員会

12/23 -

東大首席でミスキャンパス１位の宝
石美輝は頭脳明晰＆容姿端麗だが、
残念なことに極度の性格ブス！そんな
彼女が大失恋を機に、男にリベンジを
誓う。それは「女性初の総理大臣」に
なる事！報道番組のキャスター＆「世
界で最も美しい顔100人」の常連・桐
谷美鈴が魅せるラブコメディ！

DESTINY 鎌倉ものがたり
©2017「DESTINY 鎌倉ものがたり」製作委員会

12/9 -

2017 / 日本 / 2h09 予定

山崎貴
堺雅人 / 高畑充希 / 堤真一 / 安藤サクラ

西岸良平

鎌倉に住むミステリー作家・正和
のもとに嫁いできた年若い亜紀
子。しかし、そこは人間と魔物たち
が仲良く暮らす摩訶不思議な町
だった…。堺雅人と高畑充希を
主演に『ALWAYS 三丁目の夕日』

チームが贈る、人間と人間ならざるも
のの交流が紡ぎ出す、笑いと感動の
冒険ファンタジー！

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

12/9 - 12/15

コックス一家は最新システムを搭載
した自慢の新車でバカンスへ出ること
に。でもすぐに車が故障して止まらな
くなっちゃった！？ハイウェイを大暴
走という極限状態の中、次 と々明か
される秘密に家族もブレイク寸前！
無能な警官らを巻き込んで繰り広げ
られる“走る密室”暴走コメディ！

キングスマン
ゴールデン・サークル

©2017 Twentieth Century Fox Film Corporation

1/5 -

世界的麻薬組織の攻撃により壊滅し
た英国紳士スパイ機関キングスマン。
残されたエグジーらは、コテコテのア
メリカンな同盟機関ステイツマンと
合流し、敵の陰謀を阻止する事に―。
ノリノリでキレッキレの超過激スパイ
アクションが、超個性的な新キャラク
ターを加えて帰ってくる！

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

©2017「覆面系ノイズ」製作委員会

11/25 -

福山リョウコ

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！

ギフト 僕がきみに残せるもの

2016 / アメリカ / 1h51
スティーヴ・グリーソン/ミシェル・ヴァリスコ

©2016 Dear Rivers, LLC

12/9 - 12/15

難病ALSを発症したアメフトの元ス
ター選手スティーヴ・グリーソン。限
られた時間の中、生まれてくる子供に
何を残せるのか？自問自答の末、彼は
我が子に贈るビデオダイアリーを撮
り始める―。グリーソン自らが４年に
わたって撮影した映像を中心に構成
した「家族」のドキュメンタリー。

クレイ・トゥイール

ご注文はうさぎですか??
Dear My Sister

2017 / 日本 / 時間未定

橋本裕之
佐倉綾音/水瀬いのり/種田梨沙/佐藤聡美

©Koi・芳文社 / ご注文は製作委員会ですか？？

12/9 - 12/22

Koi

喫茶店・ラビットハウスに下宿しな
がら店員として働く主人公のココア。
下宿生活を始めてから２度目のある
夏の日、駅のホームには神妙な面持
ちのココアの姿が。彼女の目的は一
体…？ほのぼの日常生活とかわいい
キャラクターでアニメファンを魅了し
た「ごちうさ」待望の劇場版！

2017 / 日本 / 時間未定

三木康一郎
桐谷美玲 / 鈴木伸之 / 清原翔 / 馬場ふみか

清智英 / 吉田恵里香

未成年だけどコドモじゃない

2017 / 日本 / 時間未定

英勉 
中島健人 / 平祐奈 / 知念侑李 / 山本舞香

©2017 「みせコド」製作委員会 ©2012 水波風南／小学館

12/23 -

水波風南

世間知らずのお嬢様・香琳が16歳の
誕生日に両親からプレゼントされた
のは、片想いの王子様・尚との結婚！
しかしときめく香琳に対して終始冷
たい態度の尚。そんな二人の結婚の
秘密を、香琳に想いを寄せる幼馴染
みの五十鈴に知られてしまい…。この
冬贈るコドモじゃない３人の恋物語！

カンフー・ヨガ

2017 / 中国 - インド / 1h47

スタンリー・トン 
ジャッキー・チェン / アーリフ・リー

12/22 -

カンフーの達人でもある考古学者の
ジャック（ジャッキー・チェン）は、失
われた財宝探しを持ちかけられ世界
各地を巡ることに…。十八番のカン
フーアクションにインド映画のスパイ
スが絡み合う本作。ジャッキー×ボリ
ウッドがどんな化学反応を魅せてく
れるのか！？乞うご期待！！

©2017 SR MEDIA KHORGOS TAIHE SHINEWORK PICTURES SR CULTURE & 
ENTERTAINMENT. ALL RIGHTS RESERVED

オン・ザ・ミルキー・ロード

2016 / セルビア-イギリス-アメリカ/ 2h05
モニカ・ベルッチ/スロボダ・ミチャロヴィッチ

©2016 LOVE AND WAR LLC

12/30 - 1/5

エミール・クストリッツァ

戦争の前線にミルクを届ける配達人
のコスタは、村の美女からの求婚に
も気のない様子。そこに彼女の兄の
花嫁が難民キャンプからやって来る。
花嫁とコスタは一目見て恋に落ちる
が…。主演も兼ねたクストリッツァ監
督待望の新作は生命力に満ち溢れた
愛の讃歌！期待を裏切らない傑作！

ゲット・アウト

2017 / アメリカ / 1h44

ジョーダン・ピール
ダニエル・カルーヤ/アリソン・ウィリアムズ

©2017 UNIVERSAL STUDIOS All Rights Reserved

12/30 - 1/12

ジェイソン・ブラム

黒人の写真家クリスは白人の彼女ロー
ズの実家へ招待された。歓迎を受ける
ものの、黒人の使用人がいることに違和
感を覚える。その翌日のパーティ、白人
ばかりの中、ひとりの黒人青年がいた。
しかし彼は突如豹変し「出ていけ！」と
襲い掛かってきた。何かがおかしい―。
映画の常識を覆すサプライズ・スリラー。

彼女の人生は間違いじゃない

2017 / 日本 / 1h59

廣木隆一 
瀧内公美/光石研 /高良健吾/柄本時生/篠原篤

©2017「彼女の人生は間違いじゃない」製作委員会

12/9 - 12/15

震災後のいわき市。仮設住宅で父
と暮らすみゆきは市役所に勤める傍
ら、週末は東京でデリヘル嬢のアル
バイトをしている。賠償金をパチンコ
につぎ込む父、震災のインタビュー
に詰まる同僚。帰る場所も進む未来
も見えない者たちが光を求める姿を
描く、福島出身の廣木隆一監督作。

加藤正人

海辺の生と死

2017 / 日本 / 2h35

越川道夫
満島ひかり / 永山絢斗 / 井之脇海

©2017 島尾ミホ／島尾敏雄／株式会社ユマニテ

12/9 - 12/15

昭和19年、奄美。教員のトエは新た
に駐屯してきた海軍特攻艇の隊長・
朔中尉と出会う。子供たちに慕われ、
軍歌より島唄を歌いたがる朔に惹か
れていくトエ。しかし朔に出撃の日が
やってきて…。「死の棘」で知られる
作家夫婦、島尾敏雄・ミホの小説を
原作とした鮮烈な恋の物語。

島尾ミホ / 島尾敏雄

2017 / イギリス / 2h20

マシュー・ボーン
タロン・エガートン / コリン・ファース

映画 妖怪ウォッチ
シャドウサイド 鬼王の復活

2017 / 日本 / 時間未定

レベルファイブウシロシンジ
上白石萌音/千葉雄大/田村睦心/野沢雅子

©LEVEL-5 ／映画『妖怪ウォッチ』プロジェクト 2017

12/16 -

日野晃博

ケータたちの世界から30年後。人の
悪意に感染し増殖する妖怪ウイルス・
鬼まろが地球を襲っていた。人類滅
亡の危機を救えるのは、妖怪ウォッチ
に選ばれし者。なんとそれはケータの
娘・ナツメだった！妖怪アニメの大先
輩｢ゲゲゲの鬼太郎｣も登場！力を合
わせて世界の危機に挑む！

2017 / 日本 / 1h59

瀬々敬久
佐藤健/土屋太鳳/北村一輝/浜野謙太/中村ゆり

８年越しの花嫁  奇跡の実話

©2017 映画「8 年越しの花嫁」製作委員会

12/16 -

YouTubeの動画をきっかけに、書
籍化もされた奇跡の実話を映画
化！！結婚式の直前に原因不明の
病に倒れ意識不明となった花嫁。
新郎は彼女の側で回復を祈り続
け、ようやく目を覚ましてからも試

練が二人を待ち受ける。しかし結婚
を約束してから８年、ついに最高の
奇跡が二人に訪れる―。

岡田惠和

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


