
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.

5/27 - 6/9

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。

原作：モンキー・パンチ ©TMS

6/3 - 6/16

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

第89 回アカデミー賞
作品賞／脚色賞／助演男優賞 受賞

ムーンライト
©2016 A24 Distribution, LLC

5/27 -

2016 / アメリカ / 1h51

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。

2017 / 日本 / 2h07
野村萬斎/市川猿之助/佐藤浩市/中井貴一
篠原哲雄 久石譲

ゴールド 金塊の行方

2017 / アメリカ / 2h01

スティーヴン・ギャガン
マシュー・マコノヒー/エドガー・ラミレス

©BBP Gold, LLC

6/1 -

1988 年、アメリカ。ビジネスで失敗続
きのケニーは鉱山ビジネスに目を付
け、謎めいた地質学者マイクと手を組
む。そしてインドネシアの奥深いジャ
ングルで史上最大の金鉱脈を発見す
るのだが…。名優マシュー・マコノヒー
が製作＆主演を務め、体重18kg 増
量で挑んだ実話に基づく意欲作！

祝福（いのり）の海

2015 / 日本 / 1h42
東条雅之 

6/3 - 6/9

スノーデン

2016 / アメリカ-ドイツ-フランス/ 2h15

オリバー・ストーン
ジョセフ・ゴードン＝レヴィット / シャイリーン・ウッドリー

©2016 SACHA, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

6/24 - 6/30

地球上でみんなが平和に暮らすにはど
うすればいいのか。そんな監督の想い
は、自給的な生活を営む一家から始ま
り、東日本大震災の被災地・福島へと
巡ります。色々な現実と向き合いなが
らも「いのち」を繋げようと生きる人々
に光を当てたドキュメンタリー。
一般 1,500 円／高校生以下 800 円

世界中のメールや通話は米国政府に
監視されている―。元CIA職員が最
大の国家機密を暴露し、世界を震撼
させた “スノーデン事件”。スノーデ
ンはなぜ政府を裏切ったのか。彼は
英雄か、犯罪者か。社会派エンタテイ
ンメントの巨匠オリバー・ストーン
監督が真実に肉薄した実録ドラマ。

22年目の告白  - 私が殺人犯です -

©2017 映画「22 年目の告白　私が殺人犯です」製作委員会

6/10 -

「はじめまして、私が殺人犯です」。
時効を迎えた連続殺人事件の犯
人が突如名乗りをあげた。自身の
告白本を手に公衆の前に姿を現
した彼の言動の全ては、メディア
を通じ発信され SNS により瞬く

間に世間へと広がっていく。それは日
本中を巻き込む新たな＜ゲーム＞
の始まりだった…。

花戦さ
©2017「花戦さ」製作委員会

6/3 -

天下人・秀吉がたった一人の花
僧に “ 刃 ”ではなく“ 花 ”を武器
に挑まれ大敗北を喫していた！？
戦国時代に実在した花僧・池坊
専好が、暴君・秀吉をギャフンと
いわせた奇想天外な策が今明ら

かに！狂言の野村萬斎、歌舞伎の
猿之助はじめ超豪華出演陣による
演技合戦をとくとご覧あれ。

ちょっと今から仕事やめてくる

2017 / 日本 / 1h54

成島出 
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。

北川恵海

家族はつらいよ２

2017 / 日本 / 1h53

平松恵美子山田洋次 
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？

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、そしてウルヴァリン最後
の雄姿を見逃すな！

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

魔法少女リリカルなのは
The Movie 1st

2010 / 日本 / 2h10

草川啓造 
田村ゆかり/水樹奈々/水橋かおり/桑谷夏子

©NANOHA The Movie 1st PROJECT

上映中 - 6/2

バトル系魔法少女モノとして、その後
数々の作品群に多大な影響を与えた

『魔法少女リリカルなのは』。かつて
伝説と評された劇場版旧２作が、この
度７月に公開される完全新作に先駆
けて４DX上映で復活！放送当時から
絶賛された圧巻の戦闘シーンを、是非
大迫力の４DX でご体験ください！！

魔法少女リリカルなのは
The MOVIE 2nd A's

2012 / 日本 / 2h30

草川啓造 
田村ゆかり/水樹奈々/植田佳奈/清水香里

©NANOHA The MOVIE 2nd A's PROJECT

6/3 - 6/16

再会の日を信じ魔法の訓練に励む
なのはとフェイト。主であるはやての
ために「闇の書」のページの収集を行
う守護騎士たち。互いの信念に従い、
望まぬ戦いに身を投じていく彼女たち
に待ち受ける結末とは果たして…。
３人の魔法少女に訪れるそれぞれの
新たな成長物語、始まります。

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！

兄に愛されすぎて困ってます

2017 / 日本 / 1h39

夜神里奈 河合勇人
土屋太鳳 / 片寄涼太 / 千葉雄大 / 草川拓弥

©2017「兄こま」製作委員会  © 夜神里奈／小学館

6/30 -

高校２年生のせとかは告白12 連敗
中。そんなせとかの前にいろんなタイ
プのイケメンが急接近！そこに血の
繋がらないツンデレお兄・はるかも参
戦してきて―?! 非モテ女子に突然訪
れた兄系イケメンズ・フェスティバル！
甘く切なくちょっぴりキケンな、究極
の “愛されすぎ”ムービー誕生！

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

6/10 - 6/23

「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

©Shayne Laverdiere, Sons of Manual

LION ／ライオン 
〜 25年目のただいま〜

2016 / オーストラリア / 1h59

ガース・デイヴィス
デヴ・パテル / ルーニー・マーラ

©2016 Long Way Home Holdings Pty Ltd and Screen Australia

6/10 - 6/23

1986年インド。５歳のサルーは、仕事
を探しにでかけたカルカッタ市内の
電車の中で迷子になる。やがて養子
に出されオーストラリアで成長する
サルー。それから25年後、おぼろげ
な記憶とGoogle Earthを頼りに故郷
を探す試みを始めるのだった。本年
度アカデミー賞ノミネートの感動作。

こどもつかい

2017 / 日本 / 1h51

清水崇
滝沢秀明 / 有岡大貴 / 門脇麦 / 尾上寛之

©2017「こどもつかい」製作委員会

6/17 -

こどもが失踪した後、そのこどもに怨
まれていた大人が死ぬ…。事件か、
それとも呪いか―？『呪怨』の清水崇
監督が贈る全く新しい恐怖の物語。
映画初主演の滝沢秀明が「こどもつ
かい」というミステリアスなキャラ
クターを怪演。こどもに怨まれたら
もう、逃れることはできない。

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

6/17 - 6/30

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。

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

7/1 - 7/7

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。

キング・アーサー

2017 / アメリカ / 2h06
チャーリー・ハナム / ジュード・ロウ

6/17 -

ガイ・リッチー

王である父を殺されスラム街へ追い
やられたアーサーは、そこで生き抜く
術を身につけ、たくましく成長した。
やがて彼は運命が授けた聖剣を手
に、魔術を操る暴君から王座を奪還
するため立ち上がる！ガイ・リッチー
が手掛ける英雄伝説は、豪快で痛快
な大迫力アクションてんこ盛り！

©2017 WARNER BROS. ENT. INC., VILLAGE ROADSHOW FILMS (BVI) LIMITED
AND RATPAC-DUNE ENT. LLC

ハクソー・リッジ

2016 /アメリカ-オーストラリア/ 2h19

メル・ギブソン
アンドリュー・ガーフィールド/サム・ワーシントン

©Cosmos Filmed Entertainment Pty Ltd 2016

6/24 -

いつまた、君と
何日君再来（ホーリージュンザイライ）

2017 / 日本 / 1h54

山本むつみ深川栄洋
尾野真千子 / 向井理 / 岸本加世子 / 駿河太郎

©2017「いつまた、君と　何日君再来」製作委員会

6/24 -

芦村朋子

81歳になった芦村朋子は、亡くなった
夫･吾郎との思い出を手記として記録
していた。しかし、朋子は突然病に倒
れてしまう。そんな朋子の代わりに、
孫の理が手記をまとめていくことに。
綴られていたのは戦後の混乱を生き
た夫婦と家族の愛の物語だった—。
俳優･向井理が祖母の手記を映画化。

忍びの国

2017 / 日本 / 2h05

中村義洋
大野智 / 石原さとみ / 鈴木亮平 / 知念侑李

©2017 映画「忍びの国」製作委員会

7/1 -

和田竜

戦国史上唯一、侍と忍びが直接対決
したと言われる「天正伊賀の乱」を題
材とした和田竜のベストセラー小説を
嵐・大野智主演で映画化。圧倒的な
戦力で攻め込む織田の軍勢を、無門
率いる忍びの軍団は如何にして抗戦
するのか!?誰も見たことがない戦国
エンターテインメント超大作！

2017 / 日本 / 1h57

入江悠 
藤原竜也 / 伊藤英明 / 夏帆 / 野村周平

平田研也

スプリット

2017 / アメリカ / 1h57

M・ナイト・シャマラン
ジェームズ・マカヴォイ/アニヤ・テイラー＝ジョイ

©2017 UNIVERSAL STUDIOS. All Rights Reserved.

6/24 - 7/7

女子高生３人組が正体不明の男に
拉致された。密室で目覚めた３人は
やがて男が “ひとり”ではないことを
知る。彼は23もの人格を持つ男であ
り、24番目の人格が誕生し、彼女た
ちを絶望に陥れる―。女子高生３人
VS ＜23 +１＞人格の男との攻防が
衝撃のラストへと導いていく。

それいけ！アンパンマン
ブルブルの宝探し大冒険！

2017 / 日本 / 1h00 予定
戸田恵子 / 中尾隆聖 / 多部未華子 / キャイ～ン

7/1 -

お父さんから渡された宝の地図を
持って旅に出た、ライオンの子どもだ
けど怖がりなブルブル。アンパンマン
たちはそんなブルブルを手伝うことに
なるも、宝を狙ってバイキンマンたち
もやってきて…。上映中は歌や踊りも
登場！今年もアンパンマンは映画館
デビューのお子様を応援します！

© 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 2017

一切の武器を持たず第２次大戦の激戦地・
沖縄《ハクソー・リッジ》を駆け回り、75人も
の命を救った衛生兵がいた。なぜ彼は武
器を持つことを拒み、味方だけでなく敵
の命をも救い続けたのか？数々の賞レー
スを席巻した、名優かつ名監督メル・ギ
ブソンによる実話に基づく衝撃の物語。

第 89 回アカデミー賞
編集賞／録音賞 受賞

2017 / アメリカ / 2h18

矢野博之 やなせたかし

　特別料金：各 2,500 円均一（４DX料金込み）

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.

6/24 - 7/7

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
わざるをえ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

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


