
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…。

2017 / アメリカ / 2h20

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

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

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

レッド・スパロー
©2018Twentieth Century Fox Film Corporation

3/30 -

トレイン・ミッション
©STUDIOCANAL S.A.S.

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！

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。

パシフィック・リム アップライジング

©Legendary Pictures/Universal Pictures.

4/13 -

名探偵コナン ゼロの執行人

©2018 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

4/13 -

2018 / 日本 / 時間未定

立川譲
高山みなみ/山崎和佳奈/小山力也/古谷徹

2018 / アメリカ / 時間未定

スティーヴン・S・デナイト
ジョン・ボイエガ/スコット・イーストウッド

ギレルモ・デル・トロ

人間が操縦する巨大ロボット“イェー
ガー”とKAIJUと呼ばれる巨大モン
スターとの、人類の存亡をかけた壮
絶な戦いから10年。平和な暮らし
を貫いて再びKAIJUが襲来した。
人類はこの時のためにイェーガー

を改良して備えていたが、KAIJUたち
も進化していて…。超人気SF大作の
続編がいよいよ公開！

コナン最新作は、私立探偵・公安
警察・黒ずくめの組織の《３つの
顔》を持つ謎の男・安室透がメイ
ンキャラとして登場！東京サミッ
ト開催地で発生した爆破事件を
巡り、次第に敵対し始めるコナン

と安室。真実を暴く者VS正義を貫
く者。魂がぶつかり合う極秘任務ミ
ステリーの幕が開ける！

ベロニカとの記憶

2015 / イギリス / 1h48

リテーシュ・バトラ
ジム・ブロードベント/シャーロット・ランプリング

©2016 UPSTREAM DISTRIBUTION, LLC

4/6 - 4/12

ジュリアン・バーンズ

引退生活を送るトニーは、初恋の女
性ベロニカの母からある日記を託さ
れる。若くして自殺した親友や、初恋
の秘密。青春時代を懐かしく振り返
るトニーだが、日記を読み進めるうち、
思い出だと信じていたものが揺らぎ
始める。老いと記憶をめぐる心の旅
路を静謐な筆致で描いた感動作。

DearGirl Stories THE MOVIE３
the United Kingdom of KOCHI 
前編「六人の龍馬編」・後編「青の継承編」

内田浩之

©2017 文化放送エクステンド

神谷浩史 / 小野大輔 / 諏訪勝 / 八木橋淳

4/13 - 4/19

人気ラジオ番組「神谷浩史・小野大輔
のDearGirl Stories」から生まれた
実写映画の第３弾が前・後編の２部
作で公開！海外ロケと言われて辿り着
いたのは小野の出身地でもある高知県
だった。高知が海外か海外じゃないか
で意見が一致しない２人だったが…？
※前編・後編それぞれ別料金です。

前編：2017 /日本 / 1h50　後編：2018 /日本 / 1h50

アベンジャーズ インフィニティ・ウォー

©2018 MARVEL

4/27 -

いぬやしき
©2018「いぬやしき」製作委員会 ©奥浩哉／講談社

4/20 -

2018 / アメリカ / 時間未定

アンソニー・ルッソ / ジョー・ルッソ
ロバート・ダウニー・Jr. /ジョシュ・ブローリン

2018 / 日本 / 2h07 予定

奥浩哉佐藤信介
木梨憲武 / 佐藤健 / 本郷奏多 / 二階堂ふみ

初老のサラリーマン犬屋敷壱郎
は、ある日宇宙人の事故に巻き込
まれ全身機械の身体で蘇る。驚
異の力による人助けに目覚めた壱
郎の前に、同じ事故で得た能力で
殺戮を繰り返す高校生・獅子神皓

が現れる。『GANTZ』原作者×映画
『GANTZ』監督の鉄壁の布陣で送
るSFアクション超大作！

最強の敵サノスが現れ、宇宙はバ
ランスを崩し始めた。何度も世界
を救ってきたアベンジャーズでも
歯が立たず、スパイダーマンら新
戦力が加わるが…。『アイアンマ
ン』公開から10年を迎える今年、

マーベルの大人気ヒーローが総出
演する集大成作品がいよいよ開幕！
絶望に立ち向かえ！

アバウト・レイ 16 歳の決断

2015 / アメリカ / 1h32

ゲイビー・デラル 
エル・ファニング / ナオミ・ワッツ

©2015 Big Beach, LLC. All Rights Reserved.

4/20 - 4/26

16歳となり、身も心も本当の男性とし
て生きたいとカミングアウトしたレイ。
動揺しながらも、“本当の自分”に近
づき、生き生きとしていくレイの姿を
見て、母親のマギーは別れた夫に治
療の同意書のサインをもらいに行く
決心をするのだが…！？不器用だけ
れど、愛おしい家族の物語。

リズと青い鳥

2018 / 日本 / 時間未定

吉田玲子山田尚子

©武田綾乃・宝島社／「響け！」製作委員会

4/21 -

武田綾乃 

吹奏楽部でオーボエ担当の鎧塚みぞ
れとフルート担当の傘木希美。高校最
後のコンクールの自由曲「リズと青い
鳥」にはオーボエとフルートが掛け合う
ソロがあった。親友のはずの二人、だ
が演奏は距離を感じさせるもので…。

『聲の形』のメインスタッフが贈る、心
に響く美しくも儚い青春ストーリー。

ママレード・ボーイ
©吉住渉／集英社 ©2018 映画「ママレード・ボーイ」製作委員会

4/27 -

高校生の光希と遊は、ある日突然、
互いの両親の離婚＆パートナー
を交換した再婚を契機に一緒に
暮らすことになる。６人２家族で
の共同生活に戸惑う光希だが次
第に遊に惹かれていき…。90年代

から愛され続ける少女漫画を、恋愛
映画の名手、廣木隆一監督が実写
化のメガホンをとる。

ラプラスの魔女
©2018「ラプラスの魔女」製作委員会

5/4 -

稀代のストーリーテラー東野圭
吾が『自分のこれまでの小説を
ぶちこわしてみたかった』と語り、
発売即座にベストセラーとなっ
た異色かつ野心的な原作を映画
化。未来予知＝ラプラスの悪魔と

呼ばれる概念を基にした予測不能な
物語を、櫻井翔×広瀬すず×福士蒼
汰ら超豪華出演陣で描く。

さよならの朝に
約束の花をかざろう

2018 / 日本 / 1h55

岡田麿里
石見舞菜香 / 入野自由 / 茅野愛衣 / 梶裕貴

©PROJECT MAQUIA

4/13 - 4/26

数百年の寿命を持つ少女マキアは、
長寿の血を求め攻め込んできた軍隊
に仲間も帰る場所も奪われてしまう。
逃げる途中に出会った赤ん坊と生活
を共にするが、時間の流れが異なる
二人の絆はやがてすれ違ってゆく…。

『心が叫びたがってるんだ。』脚本の
岡田麿里による初監督作品。

2016 / カナダ - イギリス / 1h48

アレクサンドル・アジャ
ジェイミー・ドーナン/エイダン・ロングワース

ルイの９番目の人生
©2015 Drax (Canada) Productions Inc./ Drax Films UK Limited.

4/20 - 4/26

リズ・ジェンセン

毎年必ず事故に遭ってきたルイ・ド
ラックスは、９歳の誕生日に崖から転
落しついに昏睡状態に。一方で、ルイ
の周囲では奇妙な出来事が起こるが、
担当医が辿り着いたのは予想だにし
ない衝撃的な真実だった。ヒッチコッ
クを彷彿とさせる映像世界で心の闇
に切り込む心理サスペンス。

ロング，ロングバケーション

2017 / イタリア / 1h52

パオロ・ヴィルズィ
ヘレン・ミレン / ドナルド・サザーランド

©2017 Indiana Production S.P.A.

4/13 - 4/19

アルツハイマー病の夫と末期がんの
妻が、お気に入りの音楽と思い出の
８ミリを携えて旅に出る。目的地は夫
が敬愛する作家ヘミングウェイの家。
そんな人生最後の冒険は、50年連れ
添って歩んだ軌跡をたどり直す旅と
なり…。人生のクライマックスを陽気
に祝福する感動のロードムービー。

青山剛昌

種崎敦美/東山奈央/藤村鼓乃美/山岡ゆり

The Beguiled ／ビガイルド
欲望のめざめ

2017 / アメリカ / 1h33
コリン・ファレル / ニコール・キッドマン

©2017 Focus Features LLC All Rights Reserved

4/6 - 4/12

ソフィア・コッポラ

南北戦争から隔離された女子寄宿学園に
暮らす７人の女性たちは、負傷した１人
の兵士を見つけ、手当のため学園に匿う
ことに。男子禁制の学園に突如現れた１
人の男の存在は、やがて聖女たちの抑圧
されていた欲望を呼び覚ます…。女性の
暗部をあぶり出す極上のスリラー。

第 70 回カンヌ国際映画祭
監督賞 受賞

ダウンサイズ
©2018 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

4/13 - 4/26

人口増加で住みづらくなった地球で
人間を1/14 に縮小＝ダウンサイズ
する技術が発見された。縮小後の世
界では少ない資産でも優雅な生活を
送れるため、希望をもってダウンサイ
ズすることを決めたポール（マット・
デイモン）。しかし、彼を待ち受けて
いたのは予想もしない人生だった…。

となりの怪物くん

2018 / 日本 / 1h46 予定

月川翔 
菅田将暉/土屋太鳳/山田裕貴/池田エライザ

©2018 映画「となりの怪物くん」製作委員会 ©ろびこ／講談社

4/27 -

互いに友人のいない雫と春は、ふと
したことで知り合い徐々に打ち解け
ていく。気付けば二人の周りには個
性的な仲間が集まり、これまで縁の
なかった友情や恋愛を経験すること
になり…。『キミスイ』のヒットも記憶
に新しい月川翔監督が贈る、不器用
だけどまっすぐで眩しい青春物語。

サバービコン 仮面を被った街

Photo Credit: Hilary Bronwyn Gayle©2017 Paramount Pictures. All rights reserved.

5/4 -

白人だけが暮らす50年代アメリカの
住宅街。そこに黒人の一家が引っ越し
てきてから起こり始める異変を、社
会派的な切り口やブラックユーモア
を交えて描く。監督Ｇ・クルーニー、
脚本コーエン兄弟、主演Ｍ・デイモ
ン＆Ｊ・ムーアという目まいのするよ
うな豪華布陣による異色ドラマ。

2017 / アメリカ / 2h15

アレクサンダー・ペイン 
マット・デイモン / クリステン・ウィグ

2017 / アメリカ / 1h45

ジョージ・クルーニー
マット・デイモン / ジュリアン・ムーア

ホース・ソルジャー

2018 / アメリカ / 2h10

ニコライ・フルシー
クリス・ヘムズワース / マイケル・シャノン

©2018 BY HS FILM, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

5/4 -

2001年９月11日のその翌日、アメリ
カはタリバンに反撃を開始。最前線
部隊に志願したミッチ・ネルソン大尉
は、テロ集団の拠点を制圧すべく、わ
ずか 12 人で現地へ乗り込んだ。作戦
期間は３週間、敵勢は５万人。険しい
山岳地帯のため、一行は馬による移
動と戦闘を強いられるが…。

2018 / 日本 / 1h56

三池崇史
櫻井翔/広瀬すず/福士蒼汰/豊川悦司/玉木宏

東野圭吾

2018 / 日本 / 時間未定

廣木隆一
桜井日奈子/吉沢亮/佐藤大樹/優希美青/筒井道隆

吉住渉

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


