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パイレーツ・オブ・カリビアン
最後の海賊

2017 / アメリカ / 2h09　　

ヨアヒム・ローニング/エスペン・サンドベリ
ジョニー・デップ / ハビエル・バルデム

©2017 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

7/1 -

ジャックは“海の死神”サラザール
の魔の手から逃れるため、この世の
全ての呪いを解くと言われる秘宝「ポ
セイドンの槍」を探していた。そして
あのウィル・ターナーの息子ヘンリー
が冒険を共にすることになり…。お
馴染のキャストも再集結！超人気シ
リーズ最新作がいよいよ公開！

ママは日本へ嫁に
行っちゃダメと言うけれど。

2017 / 日本 - 台湾 / 1h34

谷内田彰久
ジエン・マンシュー / 中野裕太 / 蛭子能収

映画 山田孝之３D

2017 / 日本 / 1h17

松江哲明/山下敦弘
山田孝之/芦田愛菜

ザ・ダンサー

2016 / フランス - ベルギー / 1h48

ステファニー・ディ・ジュースト
ソーコ/ギャスパー・ウリエル/リリー＝ローズ・デップ

ローマ法王になる日まで

2015 / イタリア / 1h53

ダニエーレ・ルケッティ
ロドリゴ・デ・ラ・セルナ/セルヒオ・エルナンデス

ラプチャー 破裂

2016 / アメリカ / 1h42
ノオミ・ラパス / マイケル・チクリス

ある決闘 セントヘレナの掟

2016 / アメリカ / 1h50

キーラン・ダーシー＝スミス
ウディ・ハレルソン/リアム・ヘムズワース

怪物はささやく

2016 / アメリカ - スペイン / 1h49

J・A・バヨナ
ルイス・マクドゥーガル / シガニー・ウィーバー

いのちのはじまり
子育てが未来をつくる

2016 / ブラジル / 1h36
エステラ・ヘネル

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

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

ふたりの旅路

2017 / ラトビア - 日本 / 1h39
桃井かおり/イッセー尾形/木内みどり/石倉三郎

世界にひとつの金メダル

2013 / フランス - カナダ / 2h10

クリスチャン・デュゲイ
マリナ・ハンズ / ダニエル・オートゥイユ

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

アムール、愛の法廷

2015 / フランス / 1h38

クリスチャン・ヴァンサン
ファブリス・ルキーニ/シセ・バベット・クヌッセン

ボンジュール、アン

2016 / アメリカ / 1h32
ダイアン・レイン / アルノー・ヴィアール

©MISSISSIPPIX STUDIOS, LLC 2015

©2016 I Am Wrath Production, Inc. ©2015 YOGA HOSERS, LLC All Rights Reserved. ©Krukfilms / Loaded Films©2017 島尾ミホ／島尾敏雄／株式会社ユマニテ

©2015 Gaumont / Albertine Productions / Cinefrance 1888 / France 2 Cinema ©American Zoetrope，2016

©“Mamadame” production committee

©2017「映画　山田孝之」製作委員会©TAUDUE SRL 2015

©2016Rupture CAL, Inc

劇場版お前はまだグンマを知らない

2017 / 日本 / 1h29

水野格
間宮祥太朗 / 吉村界人 / 馬場ふみか

©2017 劇場版「お前はまだグンマを知らない」製作委員会

7/8 - 7/21

7/15 - 8/4 7/15 - 8/47/15 - 7/28

7/8 - 7/21

7/22 - 8/4 7/22 - 8/117/22 - 8/11

8/5 - 8/11

7/29 - 8/11 7/29 - 8/11 8/5 - 8/187/29 - 8/117/29 - 8/18

8/5 - 8/11 8/5 - 8/18

ダンサー、セルゲイ・ポルーニン
世界一優雅な野獣

2016 / イギリス - アメリカ / 1h25

スティーヴン・カンター
セルゲイ・ポルーニン/イーゴリ・ゼレンスキー

©British Broadcasting Corporation and Polunin Ltd. / 2016

8/5 - 8/25

潜入者

2015 / イギリス / 2h07

ブラッド・ファーマン
ブライアン・クランストン/ダイアン・クルーガー

©2016 Infiltrator Films Limited

8/5 - 8/11

モギサン / モギ奥さん スティーヴン・シャインバーグ

パトリック・ネス 井田ヒロト

マーリス・マルティンソーンス

ロバート・メイザー エレノア・コッポラ

日本のドラマやアニメが大好きな台湾
人女性リン。そんな彼女のFacebook
に、｢モギ｣という日本人男性からメッ
セージが届く。友達承認をした２人は
オンライン上でやり取りを始め、次第
に恋に落ちていく…。恋に臆病になっ
ているあなたに贈る、Facebookから
生まれた実話ラブストーリー。

この世で最も嫌いな物を与えられ続
けると人はどうなってしまうのか! ?
クモが嫌いでたまらないという女性
が謎の実験者集団に拉致され、拘束
状態で執拗な“クモ攻め”を受ける。
恐怖と絶望が限界を超えたとき、彼
女の体に驚くべき変化が現れて…。
狂気が渦巻く戦慄の人体実験ホラー！

カメラを前に男は語り出す。自身の過
去、現在、そして未来を。その男の名
は山田孝之。ドキュメンタリードラマ
をきっかけに制作された本作は、山
田の脳内を体感できる唯一無二の
３D映画。摩訶不思議な山田の世界
に我々は何を見るのか？全人類に
告ぐ！これが山田孝之のすべてだ！

19世紀末のパリに、“シルクと光の踊
り” で熱狂を巻き起こし、一躍時代の
寵児となったダンサーがいた。彼女の
名はロイ・フラー。夢のパリ・オペラ
座の舞台では共演者に若き天才イサ
ドラを抜擢するが、それが思わぬ試練
の始まりとなり…。芸術に身を捧げた
女性たちの愛と友情の実話。

2013年に第266代ローマ法王に就
任したフランシスコ。ロックスターに
喩えられるほど人気の彼は、アルゼ
ンチン出身。史上初のアメリカ大陸
出身の法王となった。彼の信仰心や
勇気を形作ることになる独裁政権下
の苦難の時代…。現法王の知られざ
る壮絶な半生を描いた感動作。

多種多様な文化・民族・社会的背景
を持つ世界９ヶ国における育児の様
子を取材したドキュメンタリー。取り
上げられる子育ての環境はまさに千
差万別だが、そこに共通するのは、大
人との愛情に満ちたふれあいの重要
性。子供の成長にとって本当に必要
なものは何か？今いちど見直したい。

難病の母と暮らす13歳の少年のもと
に怪物が現れる。「今から３つの“真
実の物語”を話す。４つ目はお前が
話せ」そう告げて怪物は夜な夜な物
語を語り始めるが…。世界的ベスト
セラーを映画化したダークファンタ
ジー。孤独な少年と怪物の魂の駆け
引きが感動のクライマックスに至る。

1880年代、メキシコとの国境を流れる
リオ・グランデ川に数十もの死体が流
れ着いた。川上の町へ調査に向かった
テキサス・レンジャーのデヴィッドは、
住民を掌握する説教師エイブラハム
と因縁の再会を果たす。国境や信仰
など、建国から続くアメリカの闇を映
し出すウエスタン・ノワール。

群馬。日本のほぼ中央に位置する海
無し県。その群馬に転校してきた神
月は、学校一の美女に恋をするが、彼
女はグンマ人以外を男として見られ
ない生粋のグンマ人で…。井田ヒロ
トの同名漫画を実写ドラマ化したコ
メディの劇場版。主演は『帝一の國』
などで人気急上昇中の間宮祥太朗。

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。

ピエールは父から馬術の英才教育を
受けてきたが、期待に耐えかねて弁護
士の道に進む。しかし馬術への情熱は
捨てきれず、気性の荒い若馬とともに
再びオリンピック出場を目指す。感動
的な実話を才人ギョーム・カネの主
演・脚本で映画化。ロス・ソウル五輪
を完全再現したシーンが壮観！

自動車修理工のスタンリーは最愛の
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はもみ消
されてしまう。怒れるスタンリーは自ら
復讐に乗り出す。彼はかつて無敵の
殺人スキルを持った特殊工作員だっ
たのだ―！トラボルタがリベンジの鬼
と化す本格クライムアクション!!

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。

阪神大震災ですべてを失い、今も苦し
みの中にいるケイコ。ひょんなことか
ら北欧ラトビアで開かれる着物ショー
に参加することになるが、そこに震災
で行方不明になった夫が不意に現れ
て…。桃井かおり・イッセー尾形が夫
婦役で競演。止まった時間に再び息
を吹き込む、優しいおとぎ話。

コロンビアの巨大麻薬組織を壊滅す
べくアメリカが実行した作戦、それは
架空の大富豪に扮した捜査官が組織
を内側から崩壊させるという命懸けの
潜入捜査だった。史上最も大胆な潜
入作戦の全貌を描いた緊迫の実録サ
スペンス。主演は『トランボ』の名演も
記憶に新しいＢ・クランストン。

天才ダンサー、セルゲイ・ポルーニン。
“ヌレエフの再来”と謳われ、19 歳で
英ロイヤル・バレエ団のトップに上り
詰めるが、わずか２年後に退団してし
まう。本人や家族へのインタビュー
を通して、圧倒的な才能と繊細な魂を
抱えて彷徨するポルーニンの素顔に
肉薄したドキュメンタリー。

ミシェルは冷徹な判決を下すことで
恐れられる裁判長だが、ある裁判で
思わず動揺してしまう。かつて想い
を寄せた女性が陪審員だったのだ。
そんな偶然の再会がミシェルの心に
変化をもたらしていき…。法廷劇と
淡い恋物語が巧みに交差する上質
のフレンチドラマ。

映画プロデューサーの妻・アンは、
夫の仕事仲間と共にカンヌからパリ
まで車で戻ることになる。単なる移動
が、おいしい食事や美しい景色など、
思いがけない発見の旅となり…。アン
を演じるD・レインが知的でキュート！
F・F・コッポラの妻のエレノアが80歳
にして映画監督デビュー！

抗い 記録作家 林えいだい

2016 / 日本 / 1h40

西嶋真司 
林えいだい　朗読  田中泯

7/29 - 8/4

福岡県筑豊を拠点に、戦争の悲劇や
朝鮮人強制労働、公害運動など、権力
が闇に葬ろうとする歴史を徹底した
聞き取り取材で掘り起こしてきた反
骨の記録作家・林えいだい。彼の人
生の集大成に取り組む姿を追う。

田中泯さんトーク付上映！
7/29（土）17：00 ～

風櫃（フンクイ）の少年

1983 / 台湾 / 1h40

ホウ・シャオシェン
ニウ・チャンザー / チャン・シイ

7/8 - 7/14

寒村で無聊の日々を送る少年達は大都
市・高雄に憧れ…。ホウ・シャオシェン自身、
受験に失敗し、田舎町から高雄に移り住ん
だ。そんな自伝的要素が詰まった傑作青
春映画。本作を仕上げていたスタジオで
エドワード・ヤンも仕事をしていたことか
ら二人は出会う。正に始まりの映画！

笑う101歳×２笹本恒子 むのたけじ

2017 / 日本 / 1h31

河邑厚徳
笹本恒子 / むのたけじ　ナレーション  谷原章介

© ピクチャーズネットワーク株式会社

7/15 - 7/28

日本初の女性報道写真家の笹本恒子
と、伝説のジャーナリストむのたけじ
が対面した。２人はともに101歳。100
歳を超えてもなお現役で活躍し、笑
いを絶やさず人生を終えようとする
２人の命の輝きとその秘訣とは。笹本
の写真とむののペンを交錯させなが
ら、彼らが見た激動の日本を辿る。

©2016 APACHES ENTERTAINMENT, SL; TELECINCO CINEMA, SAU; A MONSTER CALLS, 
AIE; PELICULAS LA TRINI, SLU.All rights reserved.

©2013 - ACAJOU FILMS - PATHE PRODUCTION - ORANGE STUDIO - TF1 FILMS 
PRODUCTION - CANOE FILMS - SCOPE PICTURES - CD FILMS JAPPELOUP INC.

ギョーム・カネ島尾ミホ / 島尾敏雄

ジェーン・ドウの解剖

2016 / イギリス - アメリカ / 1h26

アンドレ・ウーヴレダル
エミール・ハーシュ / ブライアン・コックス

©2016 Autopsy Distribution, LLC. All Rights Reserved

7/15 - 7/21

凄惨な殺人事件の現場の地下に埋
められていた、身元不明女性（通称
ジェーン・ドウ）の全裸死体。検死官の
親子が解剖を進めていくと、次々に
不可解な事実が浮上し…。逃げ場の
ない遺体安置所を怪奇現象が襲う！
リアルな解剖シーンが話題のホラー・
サスペンス。覚悟してご鑑賞ください！

アイム・ノット・シリアルキラー

2016 / アメリカ / 1h26

ビリー・オブライエン
マックス・レコーズ/クリストファー・ロイド

©2016 FLOODLAND PICTURES AND THE TEA SHOP & FILM COMPANY

7/22 - 7/28

死体や殺人に異常な興味を示し、ソ
シオパスと診断された少年が、猟奇的
な連続殺人の犯人が隣家の老人であ
ることを偶然突き止める。少年は老人
のさらなる凶行を阻止しようと決意
するが…。ソシオパスVSシリアルキ
ラー、前代未聞の死闘の行方は !?狂
気と狂気が激突するサイコスリラー！

ハロルドとリリアン
ハリウッド・ラブストーリー

2015 / アメリカ / 1h34

ダニエル・レイム
ハロルド・マイケルソン/リリアン・マイケルソン

©2015 ADAMA FILMS All Rights Reserved

7/22 - 8/4

絵コンテ作家のハロルドと映画リサー
チャーのリリアン夫妻は、『十戒』『鳥』

『卒業』などなど、錚々たるハリウッド
の名作を手掛けてきた。映画界に計
り知れない貢献を果たし、いつも手を
携えて映画とともに歩んできた２人。
その知られざる愛の物語を綴る感動
のドキュメンタリー。

マダム・ベー
ある脱北ブローカーの告白

2016 / フランス - 韓国 / 1h12
ユン・ジェホ

©Zorba Production, Su:m

7/22 - 8/4

出稼ぎに出ただけのつもりが、騙さ
れて中国の農家に嫁として売り飛ば
された北朝鮮女性ベー。やむなく現
実を受け入れ、中国と北朝鮮それぞ
れの家族を養うために脱北を請け負
うブローカーとなるが…。平凡な幸せ
を願うだけの女性の、過酷な運命との
格闘を記録したドキュメンタリー。

ドッグ・イート・ドッグ

2016 / アメリカ / 1h33

ポール・シュレイダー
ニコラス・ケイジ / ウィレム・デフォー

©2015 BLUE BUDGIE DED PRODUCTIONS INC. ALL RIGHTS RESERVED.

7/29 - 8/11

エドワード・バンカー

刑務所帰りの３人組が、どん底の人
生から一発逆転をかけて報酬75万
ドルの大仕事に臨むが…。予期せぬ
事態に見舞われ、「喰うか喰われるか」
の泥沼にはまり込んでいく男たちを
ニコラス・ケイジ＆ウィレム・デフォー
が怪演。ハードなバイオレンス描写
が炸裂するクライム・サスペンス！

心に吹く風

2017 / 日本 / 1h47

ユン・ソクホ
眞島秀和 / 真田麻垂美 / 鈴木仁 / 駒井蓮

© 松竹ブロードキャスティング

8/5 - 8/11

作品制作のために北海道を訪れた
ビデオアーティストの男が、偶然にも
そこで高校時代の恋人と23年ぶりの
再会を果たす。２人は徐 に々かつての
ように心の距離を縮めていくが…。
韓流ブームの代表作「冬のソナタ」の
監督が、富良野の美しい光と風で純愛
の風景を彩った大人のドラマ。

©2016 LES PRODUCTIONS DU TRESOR - WILD BUNCH - ORANGE STUDIO
- LES FILMS DU FLEUVE - SIRENA FILM

7/15 - 7/28

1961年に起きた、14歳の少年が少女
を殺害した事件を元に、少年たちの
心の叫びや孤独を映像にした、傑作
青春群像劇。主人公の少年を演じる
のは、今や大スターのチャン・チェン。
権利の関係で25年間も上映できな
かったこの完全版が、デジタルリマス
ターで観られるという至福。

恐怖分子

1986 / 香港 - 台湾 / 1h49
コラ ･ ミャオ / リー ･ リーチュン 

©CENTRAL PICTURES CORPRATION 

7/22 - 7/28

エドワード ･ ヤン 

少女のいたずら電話によって、何の
接点もなかった人々が繋がり、悲劇が
起きる。都会の人 の々孤独と狂気と闇
を台北独特の湿度と暑さを纏わらせ
て描くエドワード・ヤンの画作り、人
間描写に圧倒される。デジタルリマス
ターで蘇った、スクリーンでしか観え
ない「黒」をご鑑賞あれ。

1991 / 台湾 / 3h56
チャン・チェン / リサ・ヤン

　嶺街（クーリンチェ）
少年殺人事件

©1991 Kailidoscope

1984年ナント三大陸映画祭
グランプリ 受賞

エドワード・ヤン 

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


