
ザ・マミー  呪われた砂漠の王女

©Universal Pictures

7/28 -

2017 / アメリカ / 1h50

アレックス・カーツマン
トム・クルーズ / ソフィア・ブテラ

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”シリーズ第一弾！

2017 / アメリカ / 2h13

ジョン・ワッツ 
トム・ホランド / ロバート・ダウニー・Jr.

トランスフォーマー  最後の騎士王

©2016 Industrial Light & Magic, a division of Lucasfilm Entertainment Company Ltd., All Rights Reserved

8/4 -

打ち上げ花火、下から見るか？横から見るか？
©2017「打ち上げ花火、下から見るか？横から見るか？」製作委員会

8/18 -

スパイダーマン：ホームカミング
©Marvel Studios 2017. ©2017 CTMG. All Rights Reserved.

8/11 -

2017 / 日本 / 1h26

大根仁 武内宣之 
広瀬すず / 菅田将暉 / 宮野真守

岩井俊二 

第１作から10 年。映像革命シリー
ズの新３部作始動！オプティマス
不在の地球でメガトロン対オー
トボットと人類の戦いが続く中、
太古より金属生命体が地球の歴
史に干渉していた事実が判明す

る。やがてオプティマスが帰還。しか
し彼は“創造主”の手によって人類
を滅ぼす破壊者と化していた！

マーベル・シネマティック・ユ
ニバースに本格参戦したスパイ
ダーマンが新シリーズとして登
場！トニー・スタークから特製
スーツを貰いヒーロー気取りの
15 歳、ピーター・パーカー。一日

も早くアベンジャーズとして認めら
れたいピーターは、忠告も聞かずに
一人で敵に挑むが…。

夏の象徴“花火”をモチーフに、
夏休みのある１日が繰り返され
る不思議な世界のなか、少年少
女の瑞 し々い青春と淡い恋が描
かれる。岩井俊二による同名ドラ
マを原作に、大根仁×新房昭之

という奇跡のコラボで贈る、昨年の
『君の名は。』同様、この夏を締めく
くる傑作アニメーション。

関ヶ原
©2017 「関ヶ原」製作委員会

8/26 -

ワンダーウーマン
©2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC

8/25 -

2017 / 日本 / 2h29

原田眞人 
岡田准一 / 役所広司 / 有村架純 / 平岳大

2017 / アメリカ / 2h21

パティ・ジェンキンス
ガル・ギャドット/クリス・パイン/ロビン・ライト

ザック・スナイダー

司馬遼太郎

DCコミックで圧倒的人気！女性
初のスーパーヒーローがいよい
よスクリーンを飾る！孤立した女
性だけの島のプリンセスにして、
圧倒的な強さを誇る美女戦士ワ
ンダーウーマン。ある男との出会

いにより、彼女の運命は大きく動き
出す…。おもしろいほど強すぎる彼
女の戦いを見届けよ！

司馬遼太郎「関ケ原」初の完全
映画化！権諜渦巻く中で正義を
信じ愛を貫く“純粋過ぎる武将”
石田三成。天下取りを目論む徳
川家康との戦い、そして命懸けで
三成を守る忍び・初芽との恋の

行方は !? 史上最大の合戦に向かう
武将たち、女たちの秘めた想い、誰も
知らない真実が明かされる！

劇場版 魔法科高校の劣等生
星を呼ぶ少女

2017 / 日本 / 1h30

吉田りさこ
中村悠一 / 早見沙織 / 内山夕実 / 寺島拓篤

8/12 - 8/25

佐島勤

佐島勤の人気小説シリーズ初の劇場
版！魔法師を養成する魔法科高校に
通う劣等生の司波達也と妹で優等生
の深雪。春休みを迎え別荘で羽を伸
ばす達也たちの前に、国防海軍基地
から脱走してきた少女・九亜が現れ、
ある願いを告げる―。忍び寄る危機
に、再び “最強”が解放される！

フィフティ・シェイズ・ダーカー

2017 / アメリカ / 1h58

ジェームズ・フォーリー
ダコタ・ジョンソン / ジェイミー・ドーナン

©2017 UNIVERSAL STUDIOS

8/26 - 9/8

恋愛未経験の女子大生アナが若き
大富豪グレイに見初められ、倒錯し
た恋愛に溺れる様を描いた前作。今
作は、愛を受け止めきれずに去った
アナをグレイが追う。アナが出した

〈新たな条件〉の下、関係を修復した
かに見えた２人だったが、ある人物に
よりグレイの驚愕の過去が暴かれ…。

2017 / アメリカ / 2h29

マイケル・ベイ
マーク・ウォールバーグ/ローラ・ハドック

©2016 佐島勤／ KADOKAWA アスキー・メディアワークス刊／
劇場版魔法科高校製作委員会

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

8/12 - 8/18

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…。カンヌも絶賛した珠玉
のラブストーリー。劇中に登場する短
編映画『その砂の行方』も同時上映。

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

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

©2017 Sony Pictures Entertainment (Japan) Inc. All rights reserved.

8/26 - 9/8

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！

人生タクシー

2015 / イラン / 1h22

©2015 Jafar Panahi Productions

8/26 - 9/1

ジャファル・パナヒ  

反体制的な活動を理由に、20年間の
映画製作禁止令を受けているイラン
の名匠ジャファル・パナヒ監督最新
作。監督自らタクシー運転手に扮し、
車内のカメラで乗客たちの人生模様
を描き出した。理不尽な怒りをユーモ
アに昇華し、イラン社会のいまに迫る。

第 65 回ベルリン国際映画祭
金熊賞 受賞

ターシャ・テューダー
静かな水の物語

2017 / 日本 / 1h45

松谷光絵
ターシャ・テューダー / セス・テューダー

©Richard W Brown

8/19 - 8/25

92歳までバーモントの山奥で創作を
続けながら、自然に寄り添う人生哲学
を貫いた絵本作家ターシャ・テュー
ダー。10 年にわたり撮影されたドキュ
メンタリーに、未公開の秘蔵映像を
加え、完全版として甦る。スローライ
フの母から忙しすぎる現代人へ、人生
を豊かにする鍵を教えましょう。

鈴木ゆかり

映画 山田孝之３D

2017 / 日本 / 1h17

松江哲明/山下敦弘
山田孝之/芦田愛菜

©2017「映画　山田孝之」製作委員会

9/2 - 9/15

カメラを前に男は語り出す。自身の過
去、現在、そして未来を。その男の名
は山田孝之。ドキュメンタリードラマ
をきっかけに制作された本作は、山
田の脳内を体感できる唯一無二の
３D映画。摩訶不思議な山田の世界
に我々は何を見るのか？全人類に
告ぐ！これが山田孝之のすべてだ！

パーソナル・ショッパー

2016 / フランス / 1h45

オリヴィエ・アサイヤス
クリステン・スチュワート/ラース・アイディンガー

9/2 - 9/8

パリのファッション界。多忙なセレブ
の代行で服やアクセサリーを買い付
ける“パーソナル・ショッパー” の女に
謎のメールが届き、それ以来次 と々不
可解な出来事が起き始める。『アクト
レス』の監督アサイヤス×主演クリス
テンによる魅惑のサイコ・ミステリー。

©2016 CG Cinema – VORTEX SUTRA – DETAILFILM – SIRENA FILM – 
ARTE France CINEMA – ARTE Deutschland / WDR

第 69 回カンヌ国際映画祭
監督賞 受賞

八重子のハミング
©Team「八重子のハミング」

9/2 - 9/8

山口県萩市に暮らす石崎誠吾・八
重子夫婦。誠吾は家族の支えにより、
４度にわたる癌の手術から生還する。
しかしその後に待っていたのは妻・
八重子の認知症の発症だった。誠吾
は、徐 に々記憶を失っていく妻を介護
することになるのだが…。実話に基
づく、とある夫婦の深い愛の物語。

2016 / 日本 / 1h52

佐々部清 
升毅 / 高橋洋子 / 文音 / 中村優一 / 安倍萌生

陽信孝

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

9/1 -

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！！

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

新房昭之 

HiGH&LOW THE MOVIE２
END OF SKY

2017 / 日本 / 時間未定

久保茂昭 / 中茎強 
岩田剛典/登坂広臣/TAKAHIRO/AKIRA/白濱亜嵐

©2017「HiGH&LOW」製作委員会

8/19 -

累計600万視聴、EXILE HIRO企画プロ
デュースのエンタテインメント『HiGH&
LOW』が2017超進化！５つのチームが
拮抗するSWORD地区だったが、かつ
てない最凶軍団を前に、遂にSWORD
の想いはひとつになる。超全員主役、
総勢100名超えの豪華キャストで描き
出す、熱い闘いと友情のドラマ！

君の膵臓をたべたい
©2017「君の膵臓をたべたい」製作委員会 © 住野よる / 双葉社

7/28 -

2017 / 日本 / 1h55

住野よる月川翔
浜辺美波 / 北村匠海 / 北川景子 / 小栗旬

刺激的なタイトルとは裏腹に、
“ 泣ける小説 ”として瞬く間にベ
ストセラーになった原作を映画
化。重い膵臓の病を患う桜良と
親友の恭子と【僕】。「過去」と「現
在」の二つの時間軸が交錯しな

がら物語は進み、タイトルに隠され
た本当の意味を知った時、あなたは
きっと涙します。

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、二つの世界を知る青年が
巻き込まれていく—。話題沸騰のコ
ミックが、衝撃の実写映画化。

2017 / 日本 / 1h59

楠野一郎萩原健太郎
窪田正孝 / 清水富美加 / 鈴木伸之 / 大泉洋

石田スイ

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

上映中

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。

トリガール！

2017 / 日本 / 1h38

英勉
土屋太鳳 / 間宮祥太朗 / 高杉真宙

©2017「トリガール！」製作委員会

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！！

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

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


