
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

9/2 - 9/8

不器用で引っ込み思案のベラは庭を
荒れ放題にしていたために、アパート
の退去を勧告されてしまう。困り果て
た彼女に手を差し伸べたのは、隣に
住む偏屈な老人だった。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。

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

9/2 - 9/8

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！

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

ギョーム・カネ

トリガール！

2017 / 日本 / 1h38

英勉
土屋太鳳/間宮祥太朗/高杉真宙/池田エライザ

新感染 ファイナル・エクスプレス

2016 / 韓国 / 1h58

ヨン・サンホ 
コン・ユ/チョン・ユミ/マ・ドンソク/キム・スアン

©2017「トリガール！」製作委員会

9/1 - 9/1 -

中村航

毎年琵琶湖で開催される「鳥人間コ
ンテスト」に全てを懸ける大学生を
描いた中村航の人気小説が映画化！

『ヒロイン失格』の監督のもと、主演
の土屋太鳳が“毒舌”を武器に新境
地に挑戦！漕いで、叫んで、ガンを飛
ばし、最高の熱量で撮影された空飛
ぶ青春エンターテインメント！！

韓国アニメに革命を起こした新鋭ヨ
ン・サンホ監督の初実写長編作品。
時速300㎞で走り続ける高速鉄道で
突如発生した謎のウイルス感染。終着
駅までの２時間、車内でゾンビと化し
た感染者と残された乗客との生死を
かけた戦いが始まるー。韓国製ノンス
トップ・サバイバルムービー！！

劇場版 生徒会役員共

9/2 - 9/15

連載開始から10年、ついに『生徒会
役員共』が劇場版をヤッちゃいます！
少子化の影響で女子高から共学と
なった私立桜才学園を舞台に、生徒
会副会長の津田タカトシ＆生徒会の
面々はスクリーンでも大暴れ！！本格
脱力系アニメーションの金字塔は劇
場でも「ピー音」連発か！？

タレンタイム 優しい歌

2009 / マレーシア / 1h55

ヤスミン・アフマド
パメラ・チョン/マヘシュ・ジュガル・キショール

©Primeworks Studios Sdn Bhd

9/2 - 9/8

ブランカとギター弾き

2015 / イタリア / 1h17

長谷井宏紀
サイデル・ガブテロ / ピーター・ミラリ

©2015-ALL Rights Reserved Dorje Film

9/2 - 9/8

マニラの路上で暮らす孤児のブラン
カは「お母さんをお金で買う」ことを
思いつく。盲目のギター弾きピーター
から、歌でお金を稼ぐ方法を教わり仕
事を得るが…。エミール・クストリッ
ツァ監督に見出された長谷井宏紀
監督の初長編にして、生きるエネル
ギーに満ちたロードムービー。

とあるマレーシアの高校で音楽コン
クール“タレンタイム（才能の時間）”
が開催される。コンクールを通して明
らかになるのは、多民族国家に暮ら
す若者たちの民族や宗教に対する
葛藤と、普遍的な感情だ。今は亡き
ヤスミン・アフマド監督の傑作が８年
の歳月を経て待望の劇場公開！

© 氏家ト全・講談社 / 桜才学園生徒会視聴覚室©King Record.Co.,Ltd. All Rights Reserved.

2017 / 日本 / 1h00

氏家ト全金澤洪充
浅沼晋太郎 / 日笠陽子 / 佐藤聡美 / 斎藤千和

©2016 NEXT ENTERTAINMENT WORLD & REDPETER FILM. All Rights Reserved.

スキップ・トレース

2016 / アメリカ - 中国 - 香港 / 1h47

レニー・ハーリン
ジョニー・ノックスビル/ファン・ビンビン

9/1 -

ジャッキー・チェン

香港の刑事ベニーはアメリカ人詐欺
師のコナーを追って単身ロシアへ乗
り込む。逮捕したのも束の間、なぜか
様々な組織に追われる羽目に ! 厄介
者のコナーに怒り心頭のベニー。相
性最悪コンビの大逃亡の行方は!?
ジャッキーが20年以上温めてきた企
画を『ダイ・ハード２』の監督が映画化！

©2015 TALENT INTERNATIONAL FILM CO., LTD. & DASYM ENTERTAINMENT, 
LLC ALL RIGHTS RESERVED

レミニセンティア

2015 / 日本 / 1h29
アレクサンダー・ツィルコフ / 井上美麗奈　

©INOUE VISUAL DESIGN

9/1 限定上映

ソクーロフ監督に師事した日本人監督に
よるオールロシア語、ロシアロケの哲学的
SFドラマ。記憶を消す特殊能力を持った
小説家は、娘との思い出がなくなっている
ことに気づく。人の記憶を呼び起こすこと
ができる女にある取引を持ちかけるが…。
９/１( 金 )18：30 ～
井上雅貴監督トーク付上映

井上雅貴

しあわせな人生の選択

2015 / スペイン-アルゼンチン/ 1h48

セスク・ゲイ
リカルド・ダリン / ハビエル・カマラ

©IMPOSIBLE FILMS, S.L. /TRUMANFILM A.I.E./BD CINE S.R.L. 2015

9/9 - 9/15

末期がんを患うフリアンを訪ねた旧
友トマスは、彼の身辺整理に付き合
うことに。まずは愛犬トルーマンの里
親探し、続いて離婚後疎遠になって
いる息子の誕生祝い、それから…。
永遠の別れを前に、ただの友達とし
て笑いあうかけがえのない時間を描
き、各国で喝采を浴びた秀作。

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

©2016Rupture CAL, Inc

9/9 - 9/15

スティーヴン・シャインバーグ

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！

おとなの恋の測り方

2016 / フランス / 1h38

ローラン・ティラール
ジャン・デュジャルダン/ヴィルジニー・エフィラ

©2016 VVZ PRODUCTION-GAUMONT-M6 FILMS

9/16 - 9/29

バツイチの敏腕弁護士ディアーヌは、
知的でハンサムな建築家アレクサン
ドルと出会う。だが、彼の身長は自分
よりずっと低かった。周囲の目が気に
なって恋に飛び込めない彼女の選択
とは？世間体や先入観に左右されが
ちな普遍的な心情を辛口なユーモア
で描き出すロマンティックコメディ！

ビニー／信じる男

2016 / アメリカ / 1h57

ベン・ヤンガー
マイルズ・テラー / アーロン・エッカート

9/16 - 9/22

マーティン・スコセッシ

自信家のボクサー・ビニーは世界チャ
ンピオンに上り詰めた直後、交通事
故で首を骨折。誰もが絶望視するな
か、彼は諦めることなく王座奪還を
目指す。『セッション』のマイルズ・テ
ラーが、魂が湧き上がるような熱演を
披露。ビニー・パジェンサ奇跡のカム
バックを描いた衝撃の実話。

©BLEED FOR THIS, LLC 2016

スクランブル

2017 / フランス - アメリカ / 1h34

アントニオ・ネグレ 
スコット・イーストウッド/フレディ・ソープ

あさひなぐ

2017 / 日本 / 1h45

英勉
西野七瀬/桜井玲香/松村沙友理/白石麻衣

ナミヤ雑貨店の奇蹟

2017 / 日本 / 2h09

東野圭吾廣木隆一
山田涼介/西田敏行/尾野真千子/村上虹郎

僕のワンダフル・ライフ

2017 / アメリカ / 1h40

ラッセ・ハルストレム 
ブリット・ロバートソン/ K・J・アパ/デニス・クエイド

亜人

2017 / 日本 / 1h49

本広克行
佐藤健 / 玉山鉄二 / 城田優 / 綾野剛

レゴ® ニンジャゴー 
ザ・ムービー

2017 / アメリカ / 時間未定

チャーリー・ビーン 
山寺宏一 / 沢城みゆき / 出川哲朗

©2017 映画「あさひなぐ」製作委員会 ©2011 こざき亜衣／小学館 ©2017「ナミヤ雑貨店の奇蹟」製作委員会

©2017 Storyteller Distribution Co., LLC and Walden Media, LLC ©2017 映画「亜人」製作委員会 ©桜井画門／講談社©2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED.

9/22 - 9/22 - 9/23 -

9/29 - 9/30 -9/30 -

ユリゴコロ

2017 / 日本 / 時間未定

熊澤尚人
吉高由里子/松坂桃李/松山ケンイチ/佐津川愛美

©沼田まほかる／双葉社 ©2017「ユリゴコロ」製作委員会

9/23 -

こざき亜衣

桜井画門

鮮やかな手口で高級クラシックカー
を強盗するフォスター兄弟。ある日、
残忍なマフィアのモリエールに囚わ
れ、敵対するマフィアの所有する62年
型フェラーリを盗むことになるが…。

『96時間』『ワイルド・スピード』の
製作陣による、観客をも欺くクライム
エンタテインメント！

春、二ツ坂高校へ入学した東島旭は、
１つ先輩のなぎなた部のエース・宮路
真春に憧れ、入部を決意。部活動をス
タートしたが、稽古は過酷そのもの！や
がて地獄のような夏合宿を経て挑んだ
秋の大会で、二ツ坂にとってまさかの
出来事が―。最弱の初心者が最強のラ
イバルに挑む ! 笑って泣ける青春物語。

廃屋のはずのナミヤ雑貨店に忍び込
んだ幼なじみの青年たち。そこへ、以
前の店主に宛てた32年前の悩み相談
の手紙が舞い込み、迷いながらも返事
を書くことにするが…。過去と現在が
手紙でつながる不思議な雑貨店を舞
台に、若者たちと店主の心温まる交
流を描く東野圭吾の小説が映画化！

「私のように平気で人を殺す人間は、
脳の仕組みがどこか普通と違うので
しょうか」亮介が実家で見つけたノー
トには、美沙子という一人称で手記
が綴られていた。事実か、創作か。真
相を調べるうち、亮介はその告白に
魅了されていく。迫真の心理描写で
綴られる同名ミステリーを映画化。

飼い主イーサンへの想いから生まれ
変わりを繰り返し、再び彼の元へと辿
り着く飼い犬ベイリーの物語。注目は
この２人の物語だけではなく、生ま
れ変わった犬と、その飼い主それぞ
れの人生も丁寧に描かれていること。
名手ラッセ・ハルストレムによる、犬
と人間の感動のオムニバス・ドラマ。

【亜人】…それは絶対に死なない、
人間と同じ姿形をもった新人類。交
通事故により亜人と判明した研修医
の永井圭は、亜人VS国家、亜人VS
亜人との戦いに巻き込まれてゆく…。
本広克行監督×佐藤健×『るろうに
剣心』アクションチームが魅せるエ
ンドレス ･ リピート ･ バトル！

世界中に吹き荒れるレゴ旋風の中、
あの超人気アニメが映画になった！
平和な街に現れた最強の敵・ガーマ
ドンを倒すべく集まったのは、やる気
満々だけど修行不足な６人のニン
ジャたち。新型メカとそれぞれの必
殺技を駆使し、力を合わせて悪に立
ち向かう！さあ出番だ、ヒーローたち！

奥田民生になりたいボーイと
出会う男すべて狂わせるガール

2017 / 日本 / 1h40

大根仁
妻夫木聡/水原希子/新井浩文/リリー・フランキー

©2017「奥田民生になりたいボーイと出会う男すべて狂わせるガール」製作委員会

9/16 -

“力まないカッコいい大人”＝奥田民
生に憧れる雑誌編集者のコーロキ。
美人ファッションプレスのあかりに一
目惚れしたことから、彼の抱腹絶倒に
して受難の日々が始まる！一癖も二
癖もありまくる登場人物たちと、全編
を通し流れる珠玉の民生ナンバーに
彩られる二人の恋の行方は！？

破裏拳ポリマー

2017 / 日本 / 1h48

坂本浩一
溝端淳平 / 山田裕貴 / 原幹恵 / 柳ゆり菜

ノーゲーム・ノーライフ  ゼロ

©2017「破裏拳ポリマー」製作委員会

© 榎宮祐・株式会社 KADOKAWA 刊／ノーゲーム・ノーライフ ゼロ製作委員会

9/9 - 9/15

上映中 - 9/15

タツノコプロ

14 年に放映され話題を呼んだ「ノゲ
ラ」劇場版が遂に公開！TV版とは一
転、物語の舞台はゲームの勝敗で全
てが決まる≪盤上の世界（ディスボー
ド）≫が創られる約6000年前。滅亡
の危機にあった人間のリーダー・リク
と、機械仕掛けの少女シュヴィとの出
会いから新たな物語が幕を開ける。

過激化する犯罪に対抗するため、警
視庁と防衛省は特殊装甲スーツを開
発するが、テスト版が盗まれその力を
使った凶悪犯罪が多発。完全版スー
ツを唯一起動できる最強拳法・破裏
拳の継承者である鎧武士が奪還に向
かう！タツノコプロのカンフーアクショ
ンアニメを溝端淳平主演で映画化！

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

魔法少女リリカルなのは
Ref lec t ion

2017 / 日本 / 1h46

浜名孝行
田村ゆかり / 水樹奈々 / 植田佳奈 / 戸松遥

©2017「散歩する侵略者」製作委員会

©NANOHA Reflection PROJECT

エイリアン：コヴェナント

2017 / アメリカ / 2h02

リドリー・スコット
マイケル・ファスベンダー/キャサリン・ウォーターストン

交響詩篇エウレカセブン
ハイエボリューション 1

2017 / 日本 / 1h33

清水久敏京田知己
三瓶由布子/名塚佳織/辻谷耕史/森川智之

©2017 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved ©2017 BONES Project EUREKA MOVIE

9/9 -

9/9 -

9/15 - 9/16 -

都築真紀

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。

死にゆく惑星エルトリアで土地の再
生を研究するフローリアン一家。だが
父が病に倒れ、娘のキリエは希望を
求めて遠い惑星「地球」へと旅立った。
そこでの少女たちとの出会いが、惑星
の命運を賭けた戦いへ繋がってゆく。
前作の劇場版から３ヶ月後を舞台に
描かれる完全新作ストーリー！

大規模な宇宙への移住計画のため、
地球を旅立った移住船コヴェナント
号に大事故が発生。奇妙な電波を受
信したクルーは、発信元の地球に似
た謎の惑星に不時着する。しかし“宇
宙の楽園”に思われたこの惑星には、
あの凶暴な生命体エイリアンをめぐ
る恐るべき秘密が隠されていた…。

2005年に放送され、多くの共感を呼ん
だアニメ『交響詩篇エウレカセブン』
が、台詞、映像を再構築し、劇場３部
作として始動！新たに描かれる物語
の発端「ファースト・サマー・オブ・
ラブ」。そして、少年レントンと少女エ
ウレカの出会いから、人類と異種知性
体スカブコーラルの未来が始まる。

2017 / 日本 / 1h46

いしづかあつこ
松岡禎丞/茅野愛衣/日笠陽子/田村ゆかり

佐藤大

©2016 OVERDRIVE PRODUCTIONS –KINOLOGY– TF1 FILMS PRODUCTION 
–NEXUS FACTORY

田中幸子 前川知大

榎宮祐

NEWシネマ歌舞伎 四谷怪談

2017 / 日本 / 1h58

串田和美
中村獅童/中村勘九郎/中村七之助/中村扇雀

©明緒

9/30 - 10/20

鶴屋南北の『東海道四谷怪談』を新
解釈で再構築した人気演目がシネマ
歌舞伎に。伊右衛門や直助権兵衛ら、
欲望のままに生きる男たちに翻弄さ
れる、お袖やお岩ら女の哀しき運命の
物語。現代と江戸時代が激しく交差
し、人間の欲や弱さ、恐ろしさを描く。
一般 2,100 円／学生・小人 1,500 円

鶴屋南北

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

©“Mamadame” production committee

9/23 - 10/5

モギサン / リンちゃん

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。

沼田まほかる

二度めの夏、二度と会えない君

2017 / 日本 / 1h46

赤城大空中西健二
村上虹郎 / 吉田円佳 / 加藤玲奈 / 山田裕貴

©2017 赤城大空・小学館／「二度めの夏、二度と会えない君」パートナーズ

9/1 -

不治の病で亡くなる直前だった燐に
告白し、彼女を動揺させたことを後悔
していた智が、タイムリープで半年前
に戻る。そして二度目の夏を体験す
る。燐たちとバンドを組み、高校の文
化祭でライブを成功させた夏を…。
人気ライトノベルを実写化した、切な
くて甘酸っぱい青春ラブストーリー。

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


