
MASTER ／マスター

2016 / 韓国 / 2h23

チョ・ウィソク
イ・ビョンホン/カン・ドンウォン/キム・ウビン

©2016 CJ E&M CORPORATION, ZIP CINEMA.ALL RIGHTS RESERVED.

11/10 -

ウィー・ラブ・テレビジョン
We Love Television？

2017 / 日本 / 1h50

土屋敏男
萩本欽一 / 田中美佐子 / 河本準一

©2017 日本テレビ放送網

11/3 -

「電波少年」プロデューサーとして知
られる土屋敏男が監督を務めた“欽
ちゃん”こと萩本欽一のドキュメンタ
リー。かつて視聴率30％以上の番組
を連発した萩本が、再び30％超えを
目指して新番組に取り掛かる。その
様子に長期間密着し、番組制作にか
ける狂気的な執念を炙り出していく。

詐欺ビジネスを展開する悪のカリスマ
＝イ・ビョンホン。執念の捜査で迫る
正義の刑事＝カン・ドンウォン。その
間で揺れる天才ハッカー＝キム・ウビ
ン。国境を越えて繰り広げられる三者
の攻防を、息詰まる心理的駆け引きと
ド迫力のアクションで描いた空前の
クライム・サスペンス大作！

リュウイチ・サカモト：コーダ
Ryuichi Sakamoto：CODA

2017 / アメリカ - 日本 / 1h42

スティーブン・ノムラ・シブル
坂本龍一

©2017 SKMTDOC, LLC

11/4 -

世界的な音楽家・坂本龍一を５年に
わたって密着取材し、坂本自身が「全
てさらけだした」と語るドキュメンタ
リー。幼少期の貴重な映像も織り交ぜ
ながら音楽の変遷を振り返るほか、
がん治療後の復帰作『母と暮せば』

『レヴェナント』の劇伴音楽や、最新
アルバム制作の裏側にも迫る。

ジュリーと恋と靴工場

2016 / フランス / 1h24

ポール・カロリ/コスティア・テスチュ
ポーリーヌ・エチエンヌ/オリヴィエ・シャントロー

©2016 LOIN DERRIERE L’OURAL – FRANCE 3 CINÉMA – RHONE-ALPES CINEMA

11/4 - 11/17

フランスの田舎町に住むジュリーは
職なし、金なし、彼氏なしの冴えない
女。なんとか採用された靴工場もす
ぐ閉鎖の危機に。しかしリストラに
直面した従業員たちも黙ってない！
金儲け主義の会長をやっつけるため、
あの手この手で立ち向かう！心躍る
フレンチ・ミュージカル・コメディ!!

わたしたち

2015 / 韓国 / 1h34

ユン・ガウン
チェ・スイン / ソル・へイン / イ・ソヨン

©2015 CJ E&M CORPORATION and ATO Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED

11/4 - 11/17

イ・チャンドン

いつも孤独な女の子ソンと、彼女の初
めての友達になった転校生のジア。し
かし、かつていじめを受けていたジア
はクラスのみんなと仲良くしようとし、
次第にソンを遠ざけるようになる。友
情、裏切り、嫉妬、そして…。生き生
きと描かれた子供たちの葛藤が心に
突き刺さる傑作ドラマ。

アンダー・ハー・マウス

2016 / カナダ / 1h32

エイプリル・マレン
エリカ・リンダー / ナタリー・クリル

©2016, Serendipity Point Films Inc.

11/4 - 11/17

中性的な美貌のトップモデル、エリカ・
リンダーの魅力が存分に発揮された
映画初主演作。夜ごと違う女性とベッ
ドを共にするなど自由奔放に生きる
大工のダラスと、婚約者がいながらも
次第にダラスに惹かれてゆくジャスミ
ン。２人の女性の間で激しく燃え上が
る恋の行方を官能的に描く。

ブルーム・オブ・イエスタディ

2016 / ドイツ-オーストリア/ 2h06

クリス・クラウス
ラース・アイディンガー / アデル・エネル

RE：BORN リボーン

2017 / 日本 / 1h46

下村勇二 
TAK∴ / 近藤結良 / 斎藤工 / 篠田麻里子

南瓜とマヨネーズ

2017 / 日本 / 1h33

冨永昌敬
臼田あさ美 / 太賀 / 浅香航大 / 若葉竜也

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

密偵

2016 / 韓国 / 2h20

キム・ジウン
ソン・ガンホ / コン・ユ / イ・ビョンホン

ソフィア・コッポラの椿姫

2016 / イタリア / 2h21

ソフィア・コッポラ
フランチェスカ・ドット/アントニオ・ポーリ

プラネタリウム

2016 / フランス・ベルギー/ 1h48

レベッカ・ズロトヴスキ
ナタリー・ポートマン/リリー＝ローズ・デップ

©「リボーン」製作実行委員会

©魚喃キリコ／祥伝社・2017「南瓜とマヨネーズ」製作委員会

©2017 Twentieth Century Fox Film Corporation

©2016 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

©Yasuko Kageyama

©Les Films Velvet - Les Films du Fleuve - France 3 Cinema - Kinology - Proximus – RTBF

全員死刑

2017 / 日本 / 1h38

小林勇貴
間宮祥太朗/毎熊克哉/六平直政/入絵加奈子

©2017「全員死刑」製作委員会

11/11 - 11/24

11/4 - 11/10

11/18 -11/11 -

11/23 -

11/25 - 12/8

11/18 - 11/24

11/11 - 11/24

女神の見えざる手

2016 / フランス - アメリカ / 2h12

ジョン・マッデン
ジェシカ・チャステイン/マーク・ストロング

©2016 EUROPACORP-FRANCE 2 CINEMA

12/2 - 12/22

魚喃キリコ

同棲中の恋人の夢を叶えるため、内
緒でキャバクラで働くツチダ。そんな
ある日、かつての恋人ハギオと再会し、
過去にしがみつくように彼との関係に
のめり込んでいく。脆く崩れやすい日
常と、繊細な心情を痛 し々いほどリア
ルに描いた魚喃キリコの代表作を冨
永昌敬監督が映画化！

ナチスの戦犯だった祖父を持つトト
と、祖母がナチスの犠牲になったザジ。
出自が正反対の２人はホロコースト
研究所の同僚として“アウシュヴィッ
ツ会議”の準備に取り組むが…。愛と
勇気とユーモアでシリアスなテーマ
に立ち向かう！ナチス映画の新たな
扉を開く、希望溢れる感動作！

かつて最強の傭兵部隊に所属した一
人の男を巡って繰り広げられるバトル
ムービー。近年はアクション監督とし
て活躍してきた坂口拓（今作でTAK∴
へ改名）が、今作で完全燃焼すべく
俳優復帰！身体の限界を超えるアク
ションの連続に、邦画史に燦然と輝く

『VERSUS』の衝撃がふたたび蘇る！

借金を抱えた一家が近所の資産家か
らの現金強奪を企てるが、無謀な計画
のために殺人に発展。それを機に家族
の暴走はさらにエスカレートして…。
被告全員に死刑判決が下った「一家
による一家殺し」という戦慄の実在事
件を映画化。間宮祥太朗の熱演も鬼
気迫る狂悪エンタテインメント！

1930年代のフランス。死者を呼び寄
せる降霊術ショーで人気の美人姉
妹に映画製作者が近づいてくる。姉
妹の力でかつてない映画を作るのが
目的だというが…。ナタリー・ポート
マンとリリー＝ローズ・デップ（ジョ
ニー・デップの娘）の競演が話題を呼
ぶ、魅惑のミステリアス・ストーリー。

ソフィア・コッポラが演出に挑み、そ
の洗練された美的センスでヴェル
ディの名作オペラ「椿姫」に新たな命
を吹き込んだローマ公演を映像化。
ヴァレンティノ・ガラヴァーニが手掛
けた衣装、『ダークナイト』の美術監
督ネイサン・クロウリーによる舞台美
術など、見どころは尽きない。

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。

1920年代、日本統治下の朝鮮。日本
の警察に所属する朝鮮人の男が、独
立運動組織「義烈団」にスパイとし
て接近するが…。名優ソン・ガンホ
と『新感染』のコン・ユが激突！娯楽
映画の達人キム・ジウン監督最新作
は、幾重にも罠が張り巡らされたス
リル満点のスパイ・サスペンス巨編 !!

政治―それはロビイストの陰の活動
によって動かされる世界。銃規制派
のロビイスト会社に移籍したエリザ
ベスは、持ち前の天才的な戦略を駆
使して目的の達成に迫る。しかしそこ
に思わぬ事件が発生し…。ジェシカ・
チャスティン主演で、政治の舞台裏を
リアルに描いた社会派サスペンス。

©2016 Dor Film-West Produktionsgesellschaft mbH / FOUR MINUTES Filmproduktion 
GmbH / Dor Filmproduktion GmbH

ヴァレンティノ・ガラヴァーニ

ル・コルビュジエとアイリーン
追憶のヴィラ

2015 / ベルギー - アイルランド / 1h48

メアリー・マクガキアン
オーラ・ブラディ / ヴァンサン・ペレーズ

©2014 EG Film Productions / Saga Film  ©Julian Lennon 2014. All rights reserved.

11/25 - 12/15

近代建築の巨匠ル・コルビュジエに
は、生涯で唯一その才能を羨んだと
言われる女性建築家がいた。その名
はアイリーン・グレイ。彼女の才能に
対するコルビュジエの称賛は、やがて
嫉妬に変わっていき…。実際の建築
や家具を用いた美しい映像で、２人の
天才建築家の知られざる愛憎を描く。

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

11/11 - 11/24

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！

もうろうをいきる

2017 / 日本 / 1h31
西原孝至

©2017 siglo

11/4 - 11/17

目が見えず、耳も聞こえない障がい者
を“盲ろう者”と呼ぶ。石巻市で震災
に遭った男性をはじめ、全国各地の
盲ろう者の日常や支援の実態を取
材し、光と音のない世界で生きる人々
の挑戦を記録したドキュメンタリー。

『わたしの自由について～SEALDs 
2015 ～』の西原孝至監督最新作。

セブン・シスターズ

2016 /イギリス-アメリカ-フランス-ベルギー/ 2h03

トミー・ウィルコラ
ノオミ・ラパス / グレン・クローズ

©SEVEN SIBLINGS LIMITED AND SND 2016

11/18 - 12/1

厳格な一人っ子政策が強行される近
未来。各曜日から名前を取った一卵
性７つ子姉妹は、自分の曜日にだけ
外出し、７人で１人の人格を演じてい
た。そうして生き延びてきた姉妹だっ
たが、何かが起きたのか、ある日“月
曜 ”が帰宅せず…。ノオミ・ラパスが
７役に挑んだ異色ＳＦスリラー。

写真甲子園 0.5秒の夏

2017 / 日本 / 1h57

菅原浩志
笠菜月 / 白波瀬海来 / 中田青渚 / 甲斐翔真

©シネボイス

11/18 - 12/1

毎夏、美しい自然が広がる北海道東
川町で開かれる“写真甲子園”。高校
写真部の日本一を決めるこの大会に
全国から精鋭18校が集った。それぞ
れの想いを抱えてシャッターを切り、
頂点を目指す選手たち。栄冠はどの
高校に輝くのか？写真に情熱を捧げ
る若者たちの熱き青春物語が開幕！

ブラッド・スローン

2016 / アメリカ / 2h01

リック・ローマン・ウォー
ニコライ・コスター＝ワルドー/オマリ・ハードウィック

©2015 Shot Caller Films,LLC. All Rights Reserved.

11/18 - 12/1

エリートビジネスマンが交通事故を
起こして服役。暴力が支配する監獄
で生き抜くため、肉体を鍛え上げて囚
人のトップに君臨することを決意す
るが…。アメリカの刑務所の現実をリ
アルに再現したクライムサスペンス。
本物のギャングや前科者を集めて撮
られた暴動シーンの迫力が圧巻！

ロキシー

2016 / アメリカ / 1h41

ゲイリー・マイケル・シュルツ
ゾーイ・クラヴィッツ / エミール・ハーシュ

©2016 VNR LLC. All Rights Reserved.

11/18 - 12/1

次世代スターのゾーイ・クラヴィッツ
を主演に迎えた、アメリカン・ニュー
シネマの精神を受け継ぐクライム・ラ
ブストーリー。金の在りかを巡って
ギャングに追われる女ロキシーと、
彼女を偶然助けることになったヴィ
ンセント。次第に惹かれ合っていく２
人の破滅的な逃避行の行方は…。

泥棒役者

2017 / 日本 / 1h54

西田征史
丸山隆平 / 市村正親 / 石橋杏奈 / 宮川大輔

©2017「泥棒役者」製作委員会

11/18 -

昔の仲間に脅されて渋々豪邸に忍び
込んだ元泥棒。次々に来客たちに見
つかってしまうが、その度に別人に間
違えられ、その「役」を演じるハメに。
そんな偶然から彼らの運命は思わぬ
方向に転がり出して…。豪華キャスト
が屋敷に集結！予想外の出会いと勘
違いの会話から始まる超喜劇!!

愛を綴る女

2016 / フランス - ベルギー / 2h00

ニコール・ガルシア
マリオン・コティヤール/ルイ・ガレル

あなた、そこにいてくれますか

2016 / 韓国 / 1h51

ホン・ジヨン
キム・ユンソク/ピョン・ヨハン/チェ・ソジン

立ち去った女

2016 / フィリピン / 3h48

ラヴ・ディアス
チャロ・サントス＝コンシオ/ジョン・ロイド・クルズ

©2016 LOTTE ENTERTAINMENT All Rights Reserved.

11/11 - 11/24

11/25 - 12/15 11/25 - 12/8

DARK STAR
H・R・ギーガーの世界

2014 / スイス / 1h39

ベリンダ・サリン
Ｈ・Ｒ・ギーガー/カルメン・マリア・ギーガー

©2015 T&C Film ©2015 FRENETIC FILMS.

11/25 - 12/1

1950年代の南仏を舞台に、マリオン・
コティヤールが狂おしい愛に生きる
女性を演じたラブストーリー。運命
の愛を求めるガブリエルは、両親に
強いられた不本意な結婚相手を「絶
対に愛さない」と拒絶する。一方で
官能的な夫婦の営みは続けられてい
たが、ある日彼女に病気が発覚し…。

不思議な薬で30年前にタイムスリッ
プしたスヒョンは過去の自分と出会
う。まもなく恋人が死ぬことを知らさ
れた若きスヒョンは彼女を助けようと
するが、それは未来に生まれる最愛
の娘が存在しなくなることを意味して
いて…。もし未来を選べたら？究極の
葛藤を描く切ない愛の物語。

映画『エイリアン』の造形や数々のレ
コードジャケットで知られ、本作撮影
直後に逝去したスイスのアーティス
ト、Ｈ・Ｒ・ギーガーのドキュメンタリー。
見る者を魅了してやまないそのダーク
なアート世界はどのようにして生まれ
たのか？本人や関係者の証言からそ
の創作の秘密を紐解く。

©(2016) Les Productions du Tresor - Studiocanal - France 3 Cinema - Lunanime - 
Pauline's Angel - My Unity Production

フィリピンの怪物的映画作家と称され、
国際的にも高い評価を確立しているラ
ヴ・ディアス監督の日本初公開作。無実
の罪で30年間投獄された女性の復讐
劇と、その途上で出会う人 と々の交流を
描く。徹底的な長回しによる美しい白黒
映像が中毒的な魅力を放つ。必見！

第 73 回ヴェネチア国際映画祭
金獅子賞 受賞

ボブという名の猫
幸せのハイタッチ

2016 / イギリス / 1h43

ロジャー・スポティスウッド
ルーク・トレッダウェイ/ジョアンヌ・フロガット/ボブ（猫）

©2016 STREET CAT FILM DISTRIBUTION LIMITED ALL RIGHTS RESERVED.

11/4 - 11/10

薬物依存で家族からも見放された
ホームレスのジェームズは、怪我を
負った野良猫と出会う。すっかり懐い
たその猫は心の支えとなり、やがて
ジェームズに再び生きる希望を見出
させるのだった。イギリスから届いた
心温まる実話の映画化。本人を演じ
たボブの愛くるしい仕草にも注目！

散歩する侵略者

2017 / 日本 / 2h09

黒沢清 
長澤まさみ/松田龍平/高杉真宙/長谷川博己

©2017「散歩する侵略者」製作委員会

11/25 - 12/1

不仲だった夫が別人のように穏やか
になって帰ってきた。侵略者に乗っ取
られたと話す夫に戸惑いながら、妻は
夫婦関係の修復を試みる。一方、町で
は惨殺事件などの不可解な事件が頻
発していた。「太陽」の映画化も記憶
に新しい劇団イキウメの人気舞台を
大胆に脚色した黒沢清監督最新作。

田中幸子 前川知大

予兆 散歩する侵略者 劇場版

2017 / 日本 / 2h20

高橋洋黒沢清
夏帆 / 染谷将太 / 東出昌大

©2017「散歩する侵略者」スピンオフ プロジェクト パートナーズ

12/2 - 12/8

前川知大

黒沢清監督『散歩する侵略者』の番外
編ＴＶドラマが劇場公開！“侵略者”
がやって来たとき、別の街では何が起
きていたのか？今、もうひとつの侵略
者の物語が明かされる―。黒沢流恐
怖演出は『散歩する侵略者』より遥か
に禍 し々く、東出昌大が血の気も引く
ほど不気味な存在感を放つ。

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


