
2016 / アメリカ / 1h51

ワイルド・スピード
I C E  B R E A K

©Universal Pictures

4/28 -

人気カーアクションシリーズ最新作。
今回はついに北極にまで降り立ち
想像を絶する氷河チェイスを展開
する。シャーリーズ・セロン、ヘレン・
ミレンといった豪華キャストも参戦し、
裏切りによるファミリーの崩壊、宿敵
との共闘など、シリーズ史上最大の
スケールで物語が加速する！！

2017 / アメリカ / 2h16

F・ゲイリー・グレイ
ヴィン・ディーゼル/ドウェイン・ジョンソン

バーニング・オーシャン

2016 / アメリカ / 1h47

ピーター・バーグ
マーク・ウォールバーグ/カート・ラッセル

上映中

2010年にメキシコ湾沖の石油掘削施
設で起きた史上最悪の原油流出事故
を映画化！当時、最先端テクノロジー
搭載と言われた施設の内部で何が
起こったのか…。その疑問と真実を
大災害の恐ろしさばかりではなく、
人災でもあった事故の裏側を交えて
映像化した海洋スペクタクル大作！

©2016 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.

第89 回アカデミー賞
作品賞／脚色賞／助演男優賞 受賞

追憶

2017 / 日本 / 1h39

木村大作降旗康男
岡田准一 / 小栗旬 / 長澤まさみ / 安藤サクラ

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.

©2017 映画『追憶』製作委員会

5/6 -

6/3 - 6/9

『鉄道員』の黄金コンビ×豪華俳優陣
が贈る、北陸の地を舞台にしたヒュー
マンサスペンス。一つの殺人事件を
きっかけに、刑事・被害者・容疑者
として 25 年ぶりに再会した幼なじみ
の３人。それぞれが家庭を持ち歩ん
できた人生だったが、心の奥に封印
していた過去が蘇えっていく…。

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！

ムーンライト
©2016 A24 Distribution, LLC

4/29 -

バリー・ジェンキンス
トレヴァンテ・ローズ/マハーシャラ・アリ

マイアミの貧困地域。育児放棄さ
れ、学校ではいじめられている少
年が、心の支えである男友達に特
別な好意を抱くように。その想いは
誰にも打ち明けられずにいたが…。
主人公の成長を３つの時代にわ

たって描き、胸の張り裂けるような感
動が押し寄せる愛の名作。

メッセージ
5/19 -

2016 / アメリカ / 1h56

テッド・チャンドゥニ・ヴィルヌーヴ
エイミー・アダムス / ジェレミー・レナー

ある日、突如として地球上に降り立っ
た巨大な球体型宇宙船。目的は不
明。謎の知的生命体との意思疎通
をはかるため、言語学者のルイーズ
は、“彼ら”が人類に何を伝えようと
しているのかを探っていく。全く新

しい【未知との出遭い】を描く、すべて
の人の胸を打つ感動のSF超大作。

2017 / 日本 / 時間未定

猪股隆一 
唐沢寿明 / 窪田正孝 / 佐々木希 / 藤木直人

ラストコップ THE MOVIE

5/3 -

30 年の昏睡から目覚め未だ昭和感
覚の肉食系デカ・京極と、現代っ子で
草食系デカ・望月が、毎度ボケ＆ツッ
コミを繰り広げながら破天荒なノリで
事件を解決していく人気のバディ・
ドラマが遂にスクリーンへ！今年の
GW 後半に “乱入”して、彼らが日本
に笑いと興奮の旋風を巻き起こす！

©2017 映画「ラストコップ」製作委員　Based on the German TV series 
“DER LETZTE BULLE”, distributed by Red Arrow International 原作：モンキー・パンチ ©TMS

5/13 - 5/26

LUPIN THE ⅢRD 
血煙の石川五ェ門

2017 / 日本 / 0h54

小池健
栗田貫一 / 小林清志 / 浪川大輔 / 沢城みゆき

モンキー・パンチ

『ルパン三世』の原点をリビルドし若
きルパンたちを描いたシリーズ第２
弾。雇い主である組長の葬儀の場で
裏切り者の汚名を掛けられた五ェ門
は、屈辱を晴らすため斬って斬って
斬りまくる !《血煙》呼ぶ死闘の末に
手に入れたものとは !? 
特別料金：1,300 円均一

夜明け告げるルーのうた

2017 / 日本 / 1h47
谷花音 / 下田翔大 / 篠原信一 / 寿美菜子

©2017 ルー製作委員会

5/19 -

鬼才・湯浅政明監督、初のオリジナル
長編アニメ！漁港の町で作曲を心の
拠り所に生きる少年・カイが出会った、
無邪気に歌い踊る人魚の少女・ルー。
しかし、災いをもたらす存在とされる人
魚のルーと町の住人たちとの間には
大きな溝が…。やがて訪れる町の危
機をカイは止めることができるのか！

ピーチガール

2017 / 日本 / 1h56

山岡潤平神徳幸治
山本美月 / 伊野尾慧 / 真剣佑 / 永野芽郁

©2017「ピーチガール」製作委員会

5/20 -

上田美和

見た目のせいで誤解されがちだが、
超ピュアな女子高生もも。中学生の
頃からとーじに片想いしているが、
ある日、モテ王子カイリに勘違いから
キスをされ、噂になってしまう。さら
には小悪魔なクラスメイト、沙絵に
罠を仕掛けられたり、次 と々恋の事
件が！ももが最後に選ぶのは…？

ラビング
愛という名前のふたり

2016 / イギリス - アメリカ / 2h02

ジェフ・ニコルズ
ジョエル・エドガートン / ルース・ネッガ

©2016 Big Beach, LLC. All Rights Reserved.

5/20 - 6/2

レンガ職人のリチャードは恋人のミ
ルドレッドの妊娠を機に生涯を共に
することを決意する。しかし1958 年
当時、バージニア州では異人種間の
結婚は法律で禁じられており、二人
はワシントンで結婚を果たすが…。
アメリカを変えたラビング夫妻の深
く静かな愛が胸を打つ珠玉の一本。

2015 / アメリカ - モロッコ / 2h08

ヴェルナー・ヘルツォーク
ニコール・キッドマン / ジェームズ・フランコ

©2013 QOTD FILM INVESTMENT LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

5/20 - 5/26 

イギリスの上流階級出身のガート
ルード・ベルの希望は、まだ見ぬ世
界へ飛び立つことだった。そして訪
れたアラビアの地に魅了された彼女
は、やがて “イラク建国の母”と呼ば
れることになるのだが…。アラビアの
地に情熱を注いだ波瀾の半生は、ま
さに女性版『アラビアのロレンス』。

アラビアの女王
愛と宿命の日々

家族はつらいよ２

2017 / 日本 / 1h53
橋爪功 / 吉行和子 / 西村雅彦 / 夏川結衣

©2017「家族はつらいよ２」製作委員会

5/27 -

車での外出が日々楽しみな周造だが、
車の傷が目立ち始めていた。高齢者の
危険運転を心配した家族は、免許を
返上させることを画策するが、誰が説
得するか決まらず、そんな家族の心を
見透かした周造は激怒する。家族会
議が開かれるが、思わぬ事件が発生！
無事平穏な日常に戻れるのだろうか？

たかが世界の終わり

2016 / カナダ - フランス / 1h39

グザヴィエ・ドラン
ギャスパー・ウリエル / レア・セドゥ

5/27 - 6/9

「もうすぐ死ぬ」と家族に告げるため、
12年ぶりに帰郷した人気作家のルイ。
再会した家族とのぎこちない時間は、
やがて、それぞれが隠していた感情
のぶつけ合いとなり…。〈愛と葛藤〉を
描き続けたドランがたどり着いた
答え、それはあなたを導く愛の物語。

第 69 回カンヌ国際映画祭
グランプリ受賞

LOGAN ／ローガン
©2017 Twentieth Century Fox Film Corporation

6/1 -

治癒能力を失い、不死身ではなくなっ
たウルヴァリン（ローガン）。そんな彼の
もとに、謎めいた少女ローラを保護し
てほしいと依頼がくる。しかしそれは
新たな災いの始まりだった…。アメコミ
映画の常識を突き破る衝撃的な展開、
そしてヒュー・ジャックマンが演じる
ウルヴァリンの最後の雄姿を見届けろ！

哭声／コクソン

2016 / 韓国 / 2h36

ナ・ホンジン
クァク・ドウォン / ファン・ジョンミン / 國村隼

©2016 TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION

6/3 - 6/9

韓国のとある小さな村。得体の知れな
い “よそ者 ” がやってきて以来、村人
が家族を虐殺する事件が続発する。
村の警官は、殺人を犯した者に共通
する特徴を自分の娘に見つけてしま
い…。國村隼が謎だらけの男を怪演！

『哀しき獣』のナ・ホンジン監督による
韓国土着ミステリの衝撃作。

雨の日は会えない、
晴れた日は君を想う

2015 / アメリカ / 1h41

ジャン＝マルク・ヴァレ
ジェイク・ギレンホール / ナオミ・ワッツ

©2015 Twentieth Century Fox Film Corporation, Demolition Movie, LLC and TSG 
Entertainment Finance LLC. 

6/3 - 6/9

交通事故で妻を亡くしたエリート銀
行員のデイヴィス。一滴の涙も出な
い無感覚の自分に気づいた彼は、
失った感情を取り戻すため、身の回
りのあらゆる物を破壊し始めるが…。
大きな空虚を抱えた男の再生に向け
た心の旅路を、ジェイク・ギレンホー
ルが繊細に演じたヒューマンドラマ。

津端修一 / 津端英子
2016 / 日本 / 1h31

ナレーション：樹木希林伏原健之

人生フルーツ
© 東海テレビ放送

6/3 - 6/16

愛知県春日井市の高蔵寺ニュータ
ウンの一隅に暮らす、老建築家の津
端修一さんと英子さんの夫婦。自分
で雑木林を育て、その自然の恵みを
受けながら暮らす２人の、温かな愛
に満ちた日常を映し出すドキュメンタ
リー。本当の豊かさとは何か、深い思
索に心地よく誘われることでしょう。

美しい星

2017 / 日本 / 2h07
リリー・フランキー/亀梨和也/橋本愛/中嶋朋子

©2017「美しい星」製作委員会

5/26 -

三島由紀夫が自ら愛した異色のSF 小
説を、吉田大八が悲願の映画化。ある
日突然 “宇宙人”として覚醒した大杉
一家。美しい星・地球を救うという
使命を託される。彼らはそれぞれに
奮闘を重ねていくが…。彼らはなぜ
目覚めたのか、本当に目覚めたのか。
今、渾身の人間賛歌が鳴り響く。

ちょっと今から仕事やめてくる

2017 / 日本 / 1h54
福士蒼汰 / 工藤阿須加 / 黒木華 / 小池栄子

©2017「ちょっと今から仕事やめてくる」製作委員会

5/27 -

ブラック企業で働く隆は、ある日幼馴
染みの「ヤマモト」と名乗る青年と出
会う。ヤマモトとの交流を通じて明る
さを取り戻していく隆だったが、ある
きっかけから彼が３年前に自殺して
いたことを知り…。関西弁初挑戦の
福士蒼汰と名手・成島出による、す
べての“ 働く人 ”に贈る感動の物語。

シネマ歌舞伎 
東海道中膝栗毛〈やじきた〉

2017 / 日本 / 1h30

戸部和久浜本正機
市川染五郎/市川猿之助/市川右近/市川笑也 

© 松竹株式会社

6/3 -

十返舎一九

お馴染み弥次さん、喜多さんの珍道中
記「やじきた」がシネマ歌舞伎として登
場！一行は、ラスベガスに辿り着いた
り、怪奇現象や盗賊の一味、闇金にも
襲われながらもお伊勢参りに向かい
ます。宙乗りや本水の立廻りなど歌舞
伎ならではの趣向が満載の傑作喜劇。
一般 2,100 円／学生・小人 1,500 円

劇場版 FAIRY TAIL
DRAGON CRY

2017 / 日本 / 時間未定

真島ヒロ南川達馬
柿原徹也/平野綾/釘宮理恵/中村悠一/大原さやか

© 真島ヒロ・講談社／劇場版フェアリーテイル DC 製作委員会

5/6 - 

週刊少年マガジンで連載中の大人気コ
ミック「FAIRY TAIL」がファン必見のオ
リジナルストーリーで完全映画化！人
間たちに葬られたドラゴンたちの怒りが
宿る杖・ドラゴンクライをめぐり繰り広げ
られる死闘の中、ナツの本能が目を覚ま
す―！？原作の最終章へと繋がる興奮と
感動の新たなる物語がここから始まる。

©Shayne Laverdiere, Sons of Manual

2017 / アメリカ / 2h18

ジェームズ・マンゴールド
ヒュー・ジャックマン/パトリック・スチュワート

デビッド・ジェームズ・ケリー

第89 回アカデミー賞
音響編集賞 受賞

深川栄洋 河野裕

サクラダリセット 後篇

2017 / 日本 / 2h05
野村周平 / 黒島結菜 / 平祐奈 / 及川光博

©2017 映画「サクラダリセット」製作委員会

5/13 - 5/26 

河野裕の青春ミステリー小説を実写
映画化した２部作の後篇。２年前に
死んだ同級生・相麻菫を能力で再生
させるべく、ケイ達が奔走する一方、
管理局内で権力を持つ対策室室長・
浦地が、街の未来を左右する計画を
実行しようとしていた。その計画に
相麻が関わっていたことを知り…。

無限の住人

2017 / 日本 / 2h20

沙村広明三池崇史
木村拓哉 / 杉咲花 / 福士蒼汰 / 市川海老蔵

© 沙村広明／講談社 ©2017 映画「無限の住人」製作委員会

4/29 -

謎の老婆に永遠の命を与えられた
伝説の人斬り・万次。ある日、親を殺
され仇討ちの助っ人を依頼したいと
少女が現れる。亡き妹の面影を重ね
た万次は、少女を守る為に用心棒と
して無限の命を使うと決心するが―。
三池崇史×木村拓哉で贈る“ 規格
外”アクションエンターテインメント！

劇場版 Free!
-Timeless Medley- 絆

2017 / 日本 / 時間未定　

おおじこうじ河浪栄作
島崎信長 / 鈴木達央 / 代永翼 / 平川大輔

©2017 おおじこうじ・京都アニメーション／岩鳶高校水泳部 TM 絆

5/20 -

水泳に青春をかける少年たちを描い
たテレビアニメ「Free!」に新たなエピ
ソードを加え二部作で劇場映画化。
水に特別な思いを抱く少年、七瀬遙。
ある事情により水泳から離れていた
が、真琴、渚、怜ら仲間と出会い再び
泳ぐことを決意する。そして、高校最
後の夏がやってくる。

吉田大八 三島由紀夫

吉田玲子湯浅政明

成島出 北川恵海平松恵美子山田洋次 

エゴン・シーレ  死と乙女

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

6/3 - 6/9

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。

パトリオット・デイ

2016 / アメリカ / 2h13

ピーター・バーグ
マーク・ウォールバーグ/ケヴィン・ベーコン

©2017 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

6/9 -

2013 年４月15日、衝撃的なニュースが
全米を震撼させた。ボストンマラソン
を標的に、無差別爆弾テロが実行され
たのだ。人々が恐怖に怯える中、懸命に
捜査に当たるFBI や警察。知られざる
英雄たちの壮絶なテロリストとの攻防、
メディアが伝えていない逮捕までの驚く
べき102 時間を描く、奇跡の実話！

帝一の國
©2017 フジテレビジョン 集英社 東宝 ©古屋兎丸／集英社

4/29 -

全国屈指のエリート学生達が通う、超
名門・海帝高校。新一年生･赤場帝一
の夢は｢総理大臣になって、自分の国を
作る｣こと。その夢を実現するためには、
海帝高校の生徒会長になることが絶対
条件。｢生徒会長に、僕は、なるッ!どん
なことをしてでも、なってやるッ! ｣野
心みなぎる学園政権闘争コメディ!

2017 / 日本 / 1h58 予定

いずみ吉紘永井聡
菅田将暉 / 野村周平 / 竹内涼真 / 間宮祥太朗

古屋兎丸

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


