
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”ムービーが誕生！

ハードコア

2016 / ロシア-アメリカ / 1h36

イリヤ・ナイシュラー
シャールト・コプリー / ダニーラ・コズロフスキー

©2016 STX FINANCING, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

上映中 - 7/7

全編が主人公の主観映像で構成され
た究極の体感アクションムービーが
誕生！見知らぬ研究施設で目覚め、
事故で激しく損傷した自分の肉体が
サイボーグ化されているのを知った
ヘンリーは、さらわれた妻を救うため、
超人的な能力を発揮して敵に立ち向
かう！驚愕の映像革命を体験せよ！

光

2017 / 日本 - フランス - ドイツ / 1h42

河瀨直美
永瀬正敏 / 水崎綾女 / 神野三鈴 / 小市慢太郎

上映中 - 7/7

視覚障がい者向けの映画音声ガイド
制作を仕事にする美佐子が、カメラマ
ンの雅哉と出逢った。彼は命よりカメ
ラを大事にするほど写真にのめり込
んでいたが、次第に視力を失っていく
運命にあり…。『あん』の河瀨直美監
督と永瀬正敏が再びタッグを組んで
生み出した、至高のラブストーリー。

©2017 “RADIANCE” FILM PARTNERS / KINOSHITA、
COMME DES CINEMAS、Kumie

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.

上映中 - 7/7

女子高校生３人組が正体不明の男に
拉致された。密室で目覚めた彼女たち
は、やがて男が“ひとり”ではないこと
を知る。彼は23もの人格を持つ多重
人格者だったのだ。そして24番目の
人格が誕生し…。恐怖のどん底と絶
望の淵に陥れられた３人は、無事に
脱出することができるのか！？

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

パイレーツ・オブ・カリビアン  最後の海賊

©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！

カーズ／クロスロード
©2017 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

7/15 -

2017 / アメリカ / 時間未定

ブライアン・フィー
土田大/山口智充/戸田恵子/松岡茉優/藤森慎吾

ジョン・ラセター 

天才レーサー “マックィーン”。
ベテランになりつつある彼に待
ち受けていたのは、最新テクノロ
ジーを追及した新たな世代の台
頭、そしてレース人生を揺るがす
衝撃的な大クラッシュだった…。

思いがけない挫折、そして迫られる人
生の選択。この夏、ディズニー／ピク
サー史上最大の衝撃を見逃すな！

パワーレンジャー
©2016 Lions Gate TM & ©Toei & SCG P.R.

7/15 -

とある小さな町の５人の若者たちは、
不思議なコインを拾ったことで超人
的なパワーを手にしてしまう。古代の
地球で封印されていた悪の戦士が
復活し、地球を滅亡させようとして
いるのを阻止するために選ばれたと
いうのだが…？日本が誇る戦隊ヒー
ローが、待望のハリウッド映画化！

2017 / アメリカ / 2h04

ディーン・イズラライト
デイカー・モンゴメリー/ナオミ・スコット

東京喰種 トーキョーグール

©2017「東京喰種」製作委員会 © 石田スイ／集英社

7/29 -

人の姿をしながらも人を喰う怪人“喰
種（グール）”が潜む東京。ごく普通の
内気な大学生のカネキは、ある事件
をきっかけに喰種の内臓を移植され、
半喰種となってしまう。人間と喰種、
両者の衝突が激化する中、２つの世
界を知る青年の未来とは？超人気コ
ミックが衝撃の実写映画化。

はじまりへの旅

2016 / アメリカ / 1h59

マット・ロス
ヴィゴ・モーテンセン / ジョージ・マッケイ

©2016 CAPTAIN FANTASTIC PRODUCTIONS, LLC ALL RIGHTS RESERVED.

7/8 - 7/21

厳格な父親の教育方針のもと、現代
社会に背を向け森の中で暮らす三男
三女のキャッシュ一家。母の葬儀が
行われるニューメキシコへの旅で、
彼らは初めて世間に触れるが…。破
格のサプライズとユーモアで「家族」
という普遍的なテーマを探求する、奇
想天外で愛おしいロードムービー。

カフェ・ソサエティ

2016 / アメリカ / 1h36

ウディ・アレン
ジェシー・アイゼンバーグ/クリステン・スチュワート

Photo by Sabrina Lantos ©2016 GRAVIER PRODUCTIONS, INC

7/1 - 7/14

映画業界の有力者である叔父を頼っ
てハリウッドにやって来た青年ボビー。
叔父の秘書ヴェロニカに心を奪われ
ながら、煌びやかな社交界の熱狂に
陥っていき…。1930 年代黄金期の
ハリウッドを舞台に、可笑しくてほろ
苦い人生の皮肉を軽快なタッチで描
いた、ウディ・アレン監督最新作。

セールスマン

2016 / イラン - フランス / 2h04

アスガー・ファルハディ
シャハブ・ホセイニ/タラネ・アリドゥスティ

7/1 - 7/14

小さな劇団に所属する教師のエマッド
と妻ラナ。舞台「セールスマンの死」
の初日を終えた夜、ラナが侵入者に襲
われたことにより夫婦の生活は一変し
た。犯人を捕まえたい夫と、表沙汰にし
たくない妻。ふたりの感情がすれ違う
中、事態は思わぬ方向へと動き出し…。

©MEMENTOFILMS PRODUCTION - ASGHAR FARHADI PRODUCTION
 - ARTE FRANCE CINEMA 2016

第 89 回アカデミー賞
外国語映画賞 受賞

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.

上映中 - 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
わざるを得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

光をくれた人

2016 /アメリカ-オーストラリア-ニュージーランド/ 2h13

デレク・シアンフランス
マイケル・ファスベンダー/アリシア・ヴィキャンデル

©2016 STORYTELLER DISTRIBUTION CO., LLC

7/8 - 7/21

第１次大戦後のオーストラリア。子
供に恵まれない灯台守の夫婦が暮
らす孤島に、男性の遺体と泣き叫ぶ
赤ん坊が乗った小舟が流れ着いた。
２人は“過ち”と知りながら、その子
を我が子として育てることに。それか
ら２年。幸せな日々が続いていたが、
赤ん坊の実の母親が現れて…。

ブラッド・ファーザー

2016 / フランス / 1h28

ジャン＝フランソワ・リシェ 
メル・ギブソン / ディエゴ・ルナ

©Blood Father LLC, 2015

7/15 - 7/28

裏社会から足を洗い、アル中のリハビ
リをしながら暮らすジョンのもとに、
行方不明だった娘が現れた。ギャング
と揉め事を起こし、警察と殺し屋か
ら追われているという娘を守るため、
ジョンはアウトローのサバイバル術を
駆使して迎え撃つことを決意する。戦
うメル・ギブソンが帰ってきた！

トモシビ
銚子電鉄６.４km の軌跡

2017 / 日本 / 1h36

杉山泰一 
松風理咲 /前野朋哉/植田真梨恵/有野晋哉/富田靖子 

©2017 トモシビパートナーズ

7/1 - 7/7

吉野翠 

銚子電鉄を盛り上げるためのイベント
「銚子電鉄と高校生ランナーのレー
ス勝負」の開催が迫っていた。しかし
最終ランナーが決まらず発案者の杏
子は焦っていた。やがて運転士の磯
崎洋一、撮り鉄の熊神守、ふと現れ
たキミエたちのエピソードが交わり、
感動の物語が紡がれていく…。

メットガラ
ドレスをまとった美術館

2016 / アメリカ / 1h31

アンドリュー・ロッシ
アナ・ウィンター / ウォン・カーウァイ

©2016 MB Productions, LLC

7/8 - 7/14

『プラダを着た悪魔』のモデルと言わ
れるヴォーグ誌編集長アナ・ウィン
ターが手掛ける、年に１日限りの巨大
ファッションイベント“メットガラ”
に密着した、情熱のファッション＆アー
トドキュメンタリー。セレブ中のセレ
ブしか参加することができない奇跡
のイベントをお見逃しなく！

20センチュリー・ウーマン

2016 / アメリカ / 1h59

マイク・ミルズ
アネット・ベニング / エル・ファニング

©2016 MODERN PEOPLE, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

7/22 - 8/4

『人生はビギナーズ』で自身の父親を
題材に描いたマイク・ミルズ監督が、
今度描くのは母親。1979年の西海岸。
思春期を迎える息子ジェミーの教育に
悩んでいたシングルマザーのドロシア
は、友人らに助けを求めることにするの
だが…。彼らの特別なひと夏の物語。

第 89 回アカデミー賞
脚本賞 ノミネート

武曲  MUKOKU

2017 / 日本 / 2h05

藤沢周熊切和嘉 
綾野剛 / 村上虹郎 / 前田敦子 / 小林薫 

©2017「武曲　MUKOKU」製作委員会

7/1 - 7/14

剣道５段の研吾は、ある事件をきっか
けに生きる気力を失い自堕落に生きて
いた。そんな彼の前にラップに夢中の
高校生・融が現れる。剣道は初心者の
はずの融に恐るべき才能が秘められ
ていることを知った研吾だったが…。
侍の精神と現代人の感覚を融合させ
た、激しく熱い戦いの物語。

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

上映中

一切の武器を持たず、第２次大戦の
激戦地・沖縄の “ハクソー・リッジ（の
こぎり崖）”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、味方だけでなく敵兵
の命をも救い続けたのか？メル・ギブ
ソン監督による実話に基づく衝撃作。

第 89 回アカデミー賞
編集賞／録音賞 受賞

ジョン・ウィック：チャプター２

2017 / アメリカ / 2h02

チャド・スタエルスキ
キアヌ・リーヴス/ローレンス・フィッシュバーン

©2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.

7/7 -

キアヌ・リーヴスが伝説の暗殺者に
扮し「ガンフー」（銃×カンフー）で大
暴れした超アクション第２弾。前作
では愛犬を殺されマフィアを全滅さ
せたが、今度はマイホームをバズー
カで破壊され怒りMAX！！イタリアン･
マフィア、そして世界中の殺し屋相手
にバトルロワイヤルが始まる！

ライフ

2017 / アメリカ / 1h44

ダニエル・エスピノーサ
ジェイク・ギレンホール/ライアン・レイノルズ

©2016 CTMG, Inc. All Rights Reserved.

7/8 -

火星で採取した地球外生命体の細
胞を極秘調査するため、宇宙ステー
ションに集められた６人の宇宙飛行
士たち。だが、高い知能を持つ生命
体は次第に進化・成長し、彼らを襲
いはじめる。実際に実現可能な技術
と舞台設定を用い、起こりうるリアル
を徹底的に追求したSFスリラー。

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 - 7/21

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。

心が叫びたがってるんだ。

2017 / 日本 / 1h59

超平和バスターズ熊澤尚人
中島健人 / 芳根京子 / 石井杏奈 / 寛一郎

©2017 映画「心が叫びたがってるんだ。」製作委員会 © 超平和バスターズ

7/22 -

本音で会話することができない拓実
と、他人と話すことができない順が、
地域交流会の実行委員に任命され
てしまった。順の秘密を知った拓実は

「歌なら気持ちを伝えられるのでは」
と提案するのだが…。大人気アニメが
待望の実写映画化。あなたの背中を
そっと押してくれる青春群像劇。

2017 / 日本 / 1h59

萩原健太郎
窪田正孝 / 清水富美加 / 鈴木伸之 / 大泉洋

石田スイ

映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ

2017 / 日本 / 1h48

石井裕也 
石橋静河 / 池松壮亮 / 松田龍平 / 市川実日子

©2017「映画　夜空はいつでも最高密度の青色だ」製作委員会

7/8 - 7/14

最果タヒの同名詩集を原作に『舟を
編む』の石井裕也監督が映画化。看
護師をしながら夜はガールズバーで
働く美香と、建設現場で日雇いの仕事
をしながらひたむきに生きる慎二。
２人はある日偶然に出会い心を通わ
せていく。絶望と希望のはざまで、２
人は少しずつ前へ進もうとするが…。

最果タヒ

ザ・マミー 呪われた砂漠の王女

2017 / アメリカ / 時間未定

アレックス・カーツマン
トム・クルーズ / ソフィア・ブテラ

©Universal Pictures

7/28 -

生きたまま石棺に封印され、２千年の
眠りから目覚めた古代エジプトの王
女アマネット。人間への復讐を開始
した彼女を止めるため、飛行機事故
による死から蘇った男ニック（トム・ク
ルーズ）が立ち上がる！往年のモンス
ター映画をリメイクする“ダーク・ユ
ニバース”シリーズ第 1 弾！

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

©TAUDUE SRL 2015

7/15 - 7/21

移民の子としてアルゼンチンに生まれ
たベルゴリオは、20歳でイエズス会に
入会。その人柄と指導力によって、将
来を嘱望される神父として慕われて
いた。やがて軍事独裁政権の足音が
近づくなか、民衆に寄り添い続けよう
とするのだが…。後に第266代ローマ
法王となる１人の青年の物語。

マイ ビューティフル ガーデン

2016 / イギリス / 1h32

サイモン・アバウド
ジェシカ・ブラウン・フィンドレイ/トム・ウィルキンソン

©This Beautiful Fantastic UK Ltd 2016

7/22 - 8/4

不器用で引っ込み思案のベラ。植物
恐怖症でもある彼女は庭を荒れ放
題にしていたため、アパートの退去を
勧告されてしまう。困り果てて偏屈な
園芸家の隣人に助けを求めるが…。
庭を愛することは人生を愛すること。
ガーデニングの本場イギリスから届
いた心温まるヒューマンドラマ。

PARKS  パークス

2017 / 日本 / 1h58

瀬田なつき
橋本愛 / 永野芽郁 / 染谷将太 / 佐野史郎

©2017 本田プロモーション BAUS

上映中 - 6/30

トクマルシューゴ

井の頭公園の近くに住む女子大生の純
は、ひょんなことから高校生のハル、
音楽スタジオで働くトキオと出会う。
50年前にハルの亡き父が歌声を吹き
込んだオープンリールテープを発見
した３人は、その曲を完成させようと
奔走するのだが…。若手監督・俳優
の瑞 し々い感性が光る青春音楽映画。

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


