
嘘八百

2018 / 日本 / 1h45

足立紳 / 今井雅子武正晴
中井貴一 / 佐々木蔵之介 / 友近 / 森川葵

©2018「嘘八百」製作委員会

上映中 - 3/9

茶と商人の街、堺。イカサマ古物商と
落ちぶれた陶芸家の冴えない骨董コ
ンビが“幻の利休の茶器”で一発逆
転の大勝負を仕掛ける。家族や大御
所鑑定士も巻き込んだ騙し合いは思
わぬ大騒動に発展し…。『百円の恋』
監督・脚本家が中井貴一＆佐々木蔵
之介主演で贈る初笑い開運コメディ！

ロダン
カミーユと永遠のアトリエ

©Les Films du Lendemain / Shanna Besson

上映中 - 3/9

名匠ジャック・ドワイヨンが、「考える
人」などで知られる“近代彫刻の父”
ロダンの創作と愛憎を描く伝記ドラ
マ。1880年代、大作「地獄の門」制作
に取り掛かるロダンのもとに、美しく
才能豊かなカミーユが弟子入り志願
に訪れる。内縁の妻がいながら彼女
に惹かれていくロダンだったが…。

2017 / フランス / 2h00

ジャック・ドワイヨン
ヴァンサン・ランドン / イジア・イジュラン

希望のかなた

2017 / フィンランド / 1h38
シェルワン・ハジ / サカリ・クオスマネン

©SPUTNIK OY, 2017

上映中 - 3/2

アキ・カウリスマキ

シリア内戦を逃れたカリードは、妹を
探してヘルシンキに流れ着く。難民へ
の差別と暴力にさらされるも、レスト
ランオーナーのヴィクストロムと仲間
たちは彼を雇用し、救いの手を差し
伸べるが…。不寛容の時代に抵抗す
るカウリスマキ監督の新たな傑作。

第 67 回ベルリン国際映画祭
銀熊賞（監督賞） 受賞

否定と肯定

2016 / イギリス - アメリカ / 1h50

ミック・ジャクソン
レイチェル・ワイズ/トム・ウィルキンソン

©DENIAL FILM, LLC AND BRITISH BROADCASTING CORPORATION 2016

上映中 - 3/2

デボラ・Ｅ・リップシュタット

歴史学者のリップシュタットは、ホロ
コースト否定論者アーヴィングを自
著で批判し、名誉棄損で提訴される。
訴えられた側に立証責任がある英国
の司法制度で、歴史の真実を追求す
る裁判が始まるが…。フェイクニュー
スの氾濫や事実軽視の現代の風潮に
警鐘を鳴らす、必見の実録ドラマ。

ユダヤ人を救った動物園
アントニーナが愛した命

2017 / チェコ - イギリス - アメリカ / 2h07

ニキ・カーロ
ジェシカ・チャステイン/ダニエル・ブリュール

©2017 ZOOKEEPER’S WIFE LP. ALL RIGHTS RESERVED.

上映中 - 3/2

1939年９月、ドイツ軍によるポーラン
ド侵攻が始まった。多くのユダヤ人
が連行される中、動物園を営むヤン
とアントニーナは、彼らを救出し地下
の檻に匿うことに。しかし園内には常
にドイツ兵の監視の目が向けられて
いて…。深い愛と強い信念で300人
もの命を救った実在の夫婦の物語。

坂本龍一
PERFORMANCE IN NEW YORK： async

2017 / アメリカ - 日本 / 1h05

スティーブン・ノムラ・シブル 
坂本龍一

©KAB America Inc./SKMTDOC, LLC

上映中 - 3/2

坂本龍一８年ぶりのオリジナルアルバム
「async」リリースを記念し、二夜限定で
開催された幻のNYライブを収録。世界
で200人しか体験できなかった貴重なラ
イブの模様を、5.1chサラウンドで再現！
ピアノやガラス板など駆使し、本人が感じ
るまま演奏したパフォーマンスが響き渡る。
特別料金：2,500 円均一

2018 / アメリカ / 1h34

クリント・イーストウッド
アンソニー・サドラー / アレク・スカラトス

ブラックパンサー

2018 / アメリカ / 時間未定

ライアン・クーグラー
チャドウィック・ボーズマン/ルピタ・ニョンゴ

©2017 MARVEL

3/1 -

ケヴィン・ファイギ

最新テクノロジーが発達した超文明
国ワカンダ。そこには、世界を揺るが
す秘密が隠されていた。その秘密が
今、悪しき者たちに暴かれようとして
いた。守るのは若き国王ティ・チャラ。
またの名を、ブラックパンサー。＜２つ
の顔＞を持つマーベル史上最も謎を
秘めた新ヒーロー登場！

STAR SAND 星砂物語

2017 / 日本 - オーストラリア / 1h50

ロジャー・パルバース
織田梨沙/満島真之介/ブランドン・マクレランド

©2017 The STAR SAND Team

上映中 - 3/2

1945年の沖縄。ある日本兵と米兵が
同じ洞窟に隠れていた。２人とも戦う
ことに嫌気が差した“卑怯者”の脱走
兵だった。彼らの世話を焼く日系２世
の少女も交え、不思議な絆を育み始
める３人だったが…。「戦わないこと」
をテーマに、真の平和の実践につい
て思索を巡らせた反戦ドラマ。

主題曲：坂本龍一

空海−KU-KAI− 
美しき王妃の謎

2017 / 中国 - 日本 / 2h12

チェン・カイコー
染谷将太/ホアン・シュアン/阿部寛/松坂慶子

©2017 New Classic Media, Kadokawa Corporation, Emperor Motion Pictures, Shengkai Film

上映中

夢枕獏

遣唐使として海を渡った若かりし日
の空海と、中国が誇る稀代の詩人・
白楽天。長安で出会った二人は都を
震撼させる怪事件を探り始める…。
名匠チェン・カイコーのもと、一流の
スタッフと日中を代表する豪華俳優
陣が結集。未曽有の大スケールで贈
る極上のエンターテインメント巨編。

パーティで女の子に
話しかけるには

2017 / イギリス - アメリカ / 1h43

ジョン・キャメロン・ミッチェル 
エル・ファニング / アレックス・シャープ

©COLONY FILMS LIMITED 2016

3/3 - 3/9

ニール・ゲイマン

内気でパンクが好きな少年エンは、
パーティで不思議な少女ザンと出会
う。音楽やファッションの趣味で共感
した２人はパーティを抜け出すが、異
星人のザンが地球にいられるのはあ
と48時間だけで…。J・C・ミッチェル
監督が描く、70年代のサブカルチャー
で彩られた甘酸っぱい恋物語。

15 時 17 分、パリ行き
©2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., VILLAGE ROADSHOW FILMS NORTH AMERICA INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC - - U.S., CANADA, BAHAMAS & 

BERMUDA ©2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., VILLAGE ROADSHOW FILMS (BVI) LIMITED AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT INC.

3/1 -

2015 年、乗客554人を乗せたパ
リ行きの特急列車内で無差別テ
ロ事件が発生。極限の恐怖と緊
張感の中、犯人に勇敢に立ち向
かったのは幼馴染の３人の若者
たちだった―。巨匠クリント・イー

ストウッド監督が、当事者である３人
を本人役としてキャスティングし、事
件当日の真実に迫る。

ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書

©Twentieth Century Fox Film Corporation and Storyteller Distribution Co., LLC.

3/30 -

1971年、ある機密文書がスクー
プされた。それは政府がひた隠
しにしてきた、ベトナム戦争の真
実。新聞社は全貌を公表しよう
とするが、大統領があらゆる手段
で記事を差し止めようとするの

は明らかだった。政府を敵に回して
まで、報道の自由を守るのか、決断
の時が迫っていた…。

レッド・スパロー

2017 / アメリカ / 時間未定

フランシス・ローレンス 
ジェニファー・ローレンス / ジョエル・エドガートン

©2018Twentieth Century Fox Film Corporation

3/30 -

事故によってバレエの道を閉ざされ
たドミニカが、美貌と心理操作で標
的を誘惑する女スパイ“スパロー”と
なってゆく―。アカデミー賞女優ジェ
ニファー・ローレンスが、『ハンガー・
ゲーム』の監督と再びタッグを組ん
だ、欲望・策略・裏切りが渦巻く予測
不能のスパイ・アクション！

2018 / アメリカ / 時間未定

ローアル・ユートハウグ 
アリシア・ヴィキャンデル/ドミニク・ウェスト

曇天に笑う

2018 / 日本 / 1h34

本広克行
福士蒼汰 / 中山優馬 / 古川雄輝 / 東山紀之

©映画「曇天に笑う」製作委員会 ©唐々煙／マッグガーデン

3/21 -

唐々煙

｢どんな時でも笑っていられる強い男
になれ !｣が信条のお調子者、曇天火。
曇３兄弟の長男にして曇神社14代当
主であり、最強の男として村を守って
いた。300年に1度の伝説のオロチ（大
蛇）復活がささやかれる中、明治政府
転覆を目論む大闘争に巻き込まれてし
まう。運命に挑む男たちの胸熱ドラマ。

デトロイト
©2017 SHEPARD DOG, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

3/17 - 3/29

2018 / 日本 / 1h58

瀧本智行
岩田剛典 / 斎藤工 / 山本美月 / 浅見れいな

中村文則

1967年、デトロイト。黒人市民と
警察が対立し、街は戦場と化す。
このアメリカ史上最大級の暴動の
さなか、“戦慄の一夜”に起きた恐
るべき事件とは…!?『ハート・ロッ
カー』『ゼロ・ダーク・サーティ』

のキャスリン・ビグロー監督最高傑
作！圧倒的な臨場感で襲いかかる
極限サスペンス!!

2017 / アメリカ / 2h22

キャスリン・ビグロー
ジョン・ボイエガ / ウィル・ポールター

マーク・ボール

トゥームレイダー
ファースト・ミッション

3/21 -

世界的人気のゲームに、新たな主人
公『リリーのすべて』のアリシア・ヴィ
キャンデルを迎え映画化。冒険家の
父親が遺した使命を果たすべく、幾
重にも仕掛けられた罠、次々に降り
かかる謎を解き、果たしてララ・クラ
フトは誰よりも早く“幻の秘宝”にた
どり着くことが出来るのか！？

©2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND METRO-GOLDWYN-MAYER
PICTURES INC.

ボス・ベイビー

2017 / アメリカ / 1h37

トム・マクグラス
ムロツヨシ/芳根京子/宮野真守/山寺宏一

©2017 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.

3/21 -

『怪盗グルー』シリーズのユニバーサ
ル・スタジオと『シュレック』のドリーム
ワークスが初タッグ！とびきり楽しく、
ポッと心を温かくする映画が生まれま
した！見た目は赤ちゃん、中身はおっ
さん、黒いスーツに黒いネクタイを締
めたボス・ベイビーがブリーフケース
片手に大暴れ！！

ちはやふる - 結び -

©2018 映画「ちはやふる」製作委員会 ©末次由紀／講談社

3/17 -

2018 / 日本 / 2h08

小泉徳宏 
広瀬すず/野村周平/新田真剣佑/上白石萌音

末次由紀

“競技かるた”を題材にした人気
コミックを実写化し、話題になっ
た青春映画の続編。前回から２年
が経ち、高校３年生になった千早、
太一、新たちは、再びかるたで繋
がることができるのか？そして、

３人の恋の行方は…。主題歌も引き
続きPerfumeが担当。最後の闘い、
ここに完結！

去年の冬、きみと別れ
©2018 映画「去年の冬、きみと別れ」製作委員会

3/10 -

結婚を間近に控えた新進気鋭のルポ
ライター耶雲恭介は、盲目の美女が
巻き込まれた謎の焼死事件を追い、
その容疑者の天才写真家・木原坂雄
大に出会う。彼の写真も、周囲の人間
も何かがおかしい…。事件の真相に
近づくにつれ、耶雲は抜けることので
きない深みに飲み込まれていく…。

映画 ドラえもん
のび太の宝島

2018 / 日本 / 時間未定

今井一暁 
水田わさび/大原めぐみ/かかずゆみ/大泉洋

©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2018

3/3 -

藤子・F・不二雄

2018年のドラえもんは大海原へ！太
平洋上に突然現れた宝島を発見し、
船で向かったのび太たち。あと少し
で上陸というところで海賊に襲われ、
しずかちゃんがさらわれてしまう。は
たしてのび太たちの運命は？そして
宝島に眠る財宝に秘められた真実と
は…!?史上最大の冒険が始まる！

プリンシパル
〜恋する私はヒロインですか？〜

2018 / 日本 / 1h52

持地佑季子篠原哲雄
黒島結菜 / 小瀧望 / 高杉真宙 / 川栄李奈

©2018 映画「プリンシパル」製作委員会 ©いくえみ綾／集英社

3/3 -

いくえみ綾

まっすぐで不器用な糸真が転校先の学
校で出会ったのは、まったく違う性格を
した二人、クールな弦と優しい和央。校
内で人気者の二人は “みんなのもの” と
いう暗黙のルールがあるのだが、二人
に惹かれ次第に仲良くなってしまい…。
誰かに「好き」を伝えたくなる超人気少
女漫画が待望の実写映画化！

映画 しまじろう
まほうのしまの だいぼうけん

©Benesse Corporation 2018

3/9 -

迷子のポムポムをかえすためにしまじ
ろうが出かけたのは、春が来ない魔法
の島。いたずら３兄弟にイジワルされ
ても、しまじろうはみんなと協力して
春を呼ぼうとがんばります！歌や踊り
や応援も参加できる仕掛けがいっぱ
いの30周年記念作品。
一般 1,500円／中学生以下 1,000円

坂道のアポロン

2018 / 日本 / 2h00

高橋泉三木孝浩
知念侑李/中川大志/小松菜奈/真野恵里菜

©2018 小玉ユキ・小学館／映画『坂道のアポロン』製作委員会

3/10 -

小玉ユキ

転校生の薫が出会った不良の千太郎。
千太郎の幼なじみ、律子との三角関係
に悩みながらも、二人はジャズを通じ
て絆を深めていく。しかし、ある事件を
境に千太郎は姿を消してしまい…。TV
アニメ化もされた人気漫画が実写化。
ジャズが流行した1960年代を舞台に、
高校生たちの瑞 し々い青春を描く。

劇場版 Infini -T Force
ガッチャマン さらば友よ

2018 / 日本 / 時間未定

松本淳
関智一 / 櫻井孝宏 / 鈴村健一 / 斉藤壮馬

©タツノコプロ／ Infini-T Force 製作委員会

上映中

タツノコプロ 

タツノコプロのヒーロ―が集結した
TVアニメの劇場版。時空を超えて現
代の渋谷に降り立ったガッチャマン×
ポリマー×テッカマン×キャシャーン。
彼らの前に青いマントと黒いスーツ
を身にまとった、あの“友”が現れる。
果たして敵か、味方か―？伝説のヒー
ローたちの新たな戦いがはじまる！

2017 / アメリカ / 1h56

ジョシュ・シンガースティーヴン・スピルバーグ
メリル・ストリープ / トム・ハンクス

トレイン・ミッション

2018 / アメリカ - イギリス / 1h45

ジャウム・コレット＝セラ
リーアム・ニーソン / ヴェラ・ファーミガ

©STUDIOCANAL S.A.S.

3/30 -

会社をリストラされたマイケルは電車
で帰宅する途中、見知らぬ女性に「乗
客の中からある人物を探し出してほ
しい」と持ちかけられる。家族を人質
にとられ、３つのヒントだけをたよりに
捜索を開始するが…。これまで何度も
コンビを組んできた監督＆主演が贈
るリアルタイムサスペンス。

2018 / 日本 / 時間未定

川又浩 / ヒロ高島
南央美 / 高橋美紀 / 山崎たくみ / 杉本沙織

ジュマンジ
ウェルカム・トゥ・ジャングル

2017 / アメリカ / 時間未定

ジェイク・カスダン
ドウェイン・ジョンソン/ジャック・ブラック

©2017 SHOWBOX AND W-PICTURES ALL RIGHTS RESERVED.

4/6 -

学校の地下室で居残りをさせられて
いた高校生４人は、古いテレビゲーム
を発見。その名は《ジュマンジ》。プレ
イするキャラクターを選んだ途端、４
人はゲームの中に吸い込まれてしまっ
た！しかもそこはジャングル！果たして
生きて帰れるのか !? マジジュマンジ
な全米大ヒットアドベンチャー!!

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


