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ファントム・スレッド

2017 / アメリカ / 2h10

ポール・トーマス・アンダーソン 
ダニエル・デイ＝ルイス / ヴィッキー・クリープス

ニッポン国 VS 泉南石綿（いしわた）村

2017 / 日本 / 3h35
小林佐智子原一男

©2017 Phantom Thread, LLC All Rights Reserved © 疾走プロダクション

上映中 6/1 -

心と体と

2017 / ハンガリー / 1h56

イルディコー・エニェディ
アレクサンドラ・ボルベーイ/ゲーザ・モルチャーニ

2017©INFORG - M&M FILM

6/1 -

天才的なオートクチュールの仕立て
屋と、彼の新たなミューズとなった若
く美しいウェイトレス。ドレス作りへの
没頭の果て、２人の関係は異様な形に
変貌していき…。50年代のロンドンを
舞台に、狂おしい愛の行く末を魅惑的
に描いたＰ・Ｔ・アンダーソン監督作。

2006年、大阪・泉南地域の石綿工場
の元労働者とその家族が、損害賠償
を求めて国を訴えた。健康被害を把
握していたにもかかわらず対策を怠っ
た国は、裁判でものらりくらりと時間
を稼ぐ。『ゆきゆきて、神軍』の原一男
監督が壮絶な裁判闘争を余すところ
なく追いかける圧巻の215分！

リアルとファンタジーが絶妙に溶け合
い、ベルリン映画祭で４冠に輝いたハ
ンガリー発のラブストーリー。不器用
でうまく噛み合わない孤独な男女が、
実は “同じ夢” を見ていたことが明ら
かになる。２人はそれをきっかけに現実
でも距離を縮めていこうとするが…。

第 67 回ベルリン国際映画祭
金熊賞 受賞

第 90 回アカデミー賞
衣装デザイン賞 受賞

2017 / アメリカ / 2h05
スティーブ・カレル/ブライアン・クランストン

ミフネ：ザ・ラスト・サムライ

2016 / 日本 / 1h20
香川京子 / 司葉子 / 土屋嘉男 / 役所広司

おだやかな革命

2017 / 日本 / 1h40

渡辺智史
ナレーション：鶴田真由

レザーフェイス
悪魔のいけにえ

2017 / アメリカ / 1h29

ジュリアン・モーリー /アレクサンドル・バスティロ 
スティーブン・ドーフ / リリ・テイラー

バケツと僕！

2017 / 日本 / 1h46
紘毅 / 徳永ゆうき / 岡本玲 / 杉田かおる

ジェイン・ジェイコブズ
ニューヨーク都市計画革命

2016 / アメリカ / 1h32

マット・ティルナー
マリサ・トメイ/ヴィンセント・ドノフリオ

恋するシェフの最強レシピ

2017 / 香港 - 中国 / 1h46

デレク・ホイ 
金城武 / チョウ・ドンユイ / リン・チーリン 

女と男の観覧車

2017 / アメリカ / 1h41

ウディ・アレン 
ケイト・ウィンスレット/ジャスティン・ティンバーレイク

アーリーマン
ダグと仲間のキックオフ！

2018 / イギリス - フランス / 1h29

マーク・バートンニック・パーク
エディ・レッドメイン / トム・ヒドルストン

SUKITA
刻まれたアーティストたちの一瞬

2018 / 日本 / 1h55

相原裕美
鋤田正義 / 布袋寅泰 / ジム・ジャームッシュ

30年後の同窓会

©Library of Congress Photo by Jessica Miglio©2017 GRAVIER PRODUCTIONS, INC.

©2017 Studiocanal S.A.S. and the British Film Institute. All Rights Reserved. ©2018「SUKITA」パートナーズ

©2017 AMAZON CONTENT SERVICES LLC ©”MIFUNE:THE LAST SAMURAI”Film Partners ©TOHO CO.,LTD. ©いでは堂

©2017 LF2 PRODUCTIONS ALL RIGHTS RESERVED. ©映画「バケツと僕！」製作委員会

ALONE アローン

2017 /アメリカ-スペイン-イタリア/ 1h46

ファビオ・レジナーロ/ファビオ・グアリョーネ
アーミー・ハマー / アナベル・ウォーリス

©2016 Mine Canarias Aie Roxbury Enemy Sl Sun Film Srl Mine Film Llc
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セラヴィ！

2017 / フランス / 1h57

エリック・トレダノ/オリヴィエ・ナカシュ
ジャン＝ピエール・バクリ/ジャン＝ポール・ルーヴ

7/6 -

フジコ・ヘミングの時間

2018 / 日本 / 1h55

小松莊一良 
フジコ・ヘミング / 大月ウルフ

©2018「フジコ・ヘミングの時間」フィルムパートナーズ

6/16 -

リチャード・リンクレイター スティーヴン・オカザキ

北島行徳

佐藤広一

ピーター・チャン/ジョ・ジョ・ホイ 

戦死した息子を連れ帰る旅に、30年
間音信不通だった二人の戦友を誘っ
たドク。あっという間に昔の関係を取
り戻した彼らは語り続け、笑いあい、
それぞれの傷を癒してゆく。リチャー
ド・リンクレイター監督ならではの温
かな筆致で、人生の輝きを取り戻す男
たちを描くロードムービー。

日本映画の黄金時代を創り上げた名
優・三船敏郎の出演作『七人の侍』

『用心棒』『赤ひげ』などに焦点を当て、
“世界のミフネ”の魅力と人生に迫っ
たドキュメンタリー。親交の深かった
共演者やスタッフに加え、スピルバー
グやスコセッシといった海外のフィル
ムメーカーが三船を語る。

児童養護施設で働き始めた神島は、
軽度の知的障碍と盗癖がある15歳の
少年“バケツ”と出会った。家族に見
放され、施設からも追い出されること
になったバケツを、なぜか神島が個人
的に引き取ることになってしまい…。
笑えて泣けて時々心に突き刺さる、
最強のバディ・ムービーが誕生！

原発事故後に酒蔵の当主が立ち上げ
た会津電力。集落存続のために全戸
が出資した岐阜県石徹白の小水力発
電。カメラはエネルギー自治を目指す
地方の取り組みを紹介しながら、自主
自立の暮らしを丁寧に追いかける。成
長や拡大とともに見失った「豊かさ」
を静かに問い直すドキュメンタリー。

レザーフェイス。禍 し々い輝きを放ち
続けるホラー映画の金字塔『悪魔の
いけにえ』に登場するこの最凶キャラ
クターは、いったいどのように誕生し
たのか？今、その秘められた過去が
明かされる―。『悪魔のいけにえ』監
督トビー・フーパー最後のプロデュー
ス作となった戦慄のホラー。

美食家でやり手実業家のルーと最
悪の出会いをした見習いシェフの
ションナン。反発しながらも次第に
惹かれ合う王道のラブコメにピー
ター・チャンが加えたエッセンスで
こんな金城武が観たかった！な上質
の一作になっている。幸せ気分に
なります！

1950年代のニューヨークで計画され
た大規模な再開発に、主婦のジェイ
ン・ジェイコブズが異を唱える。路上
からの視点を持つ彼女は、一見合理
的な開発こそが都市の活力を失わせ
ることを見抜いていたのだ。現在のＮ
Ｙの基礎を築いたジェインの闘いに
迫る都市と建築のドキュメンタリー。

作戦に失敗して逃走中の米軍兵が、
3000万個以上の地雷が埋まった砂
漠に足を踏み入れてしまう。１歩でも
動けば即死という極限状況の中、救
援が到着するまでの52 時間を耐え
抜くことが出来るのか!?『君の名前で
僕を呼んで』のアーミー・ハマー主演、
究極のシチュエーション・スリラー！

ケイト・ウィンスレットを主演に迎えた
ウディ・アレン監督最新作。1950 年
代、ＮＹコニーアイランドの遊園地を
舞台に、平凡な毎日から脱け出したい
と夢想する女性の運命が狂っていく
さまを映し出す。切ない詩情を湛えた
美しい色彩の映像で、人生の苦みを
痛切に描き上げた大人のドラマ。

60 代で世界に見いだされた超遅
咲きのピアニスト、フジコ・ヘミ
ングのワールドツアーに密着したド
キュメンタリー。両親、聴力の喪失、
世界各地の自宅、友人たち、猫との
暮らし…。魂の演奏はもちろん、彼
女の魅力が全て詰まった贅沢な２
時間！

パリ郊外の古城を舞台に結婚式を依
頼された、ベテランウェディングプラン
ナーのマックス。完璧に準備を整えた
はずが、結婚式当日、なぜかすべてが
大失敗してしまう。『最強のふたり』の
監督コンビが手掛ける、それぞれの人
生と思惑が交差する大人のための痛
快エンタテインメント！

大昔。原始人のダグ少年と仲間たち
が、奪われた故郷を取り戻すため暴
君にサッカー対決を挑む!?『ウォレス
とグルミット』『ひつじのショーン』の
生みの親、ニック・パークの最新クレ
イアニメは100％保証付きの面白さ！
レッドメイン、ヒドルストンなど英国
オールスターな声優陣もスゴイ!!

世界的写真家・鋤田（すきた）正義。
デヴィッド・ボウイ、イギー・ポップ、
マーク・ボラン、ＹＭＯ、忌野清志郎
といった錚々たるカルチャーアイコン
の代表作となる写真を撮影してきた。
本人へのインタビューやアーティスト
たちの証言を通じ、鋤田の過去・現
在・未来に迫るドキュメンタリー。

ワンダー 君は太陽

2017 / アメリカ / 1h53

スティーヴン・チョボスキー
ジュリア・ロバーツ/オーウェン・ウィルソン

6/15 -

遺伝子の疾患のため人とは違う顔を
持って生まれてきたオギーは、５年生
になって初めて学校に通うことに。期
待と不安を胸に始まった学校生活。
辛い目にも遭ったが、家族の揺るが
ぬ愛を支えに、少しずつ友達とも打ち
解けていき…。少年の成長と親子愛、
涙なしには見られない感動物語。

©2017 Lions Gate Films Inc. and Participant Media, LLC and Walden Media,
LLC. All Rights Reserved.

モリのいる場所

2018 / 日本 / 1h39

沖田修一
山﨑努 / 樹木希林 / 加瀬亮 / 青木崇高

©2018「モリのいる場所」製作委員会

6/30 -

画家のモリこと熊谷守一は、30年間
自宅と庭から１歩も外に出たことがな
い。愛する庭の虫や植物を観察するの
が日課だ。そんな彼の家には、呼びも
しないのにひっきりなしに人々が訪ね
てきて…。山﨑努と樹木希林の競演
で、伝説の画家とその妻の１日を温か
く見つめた沖田修一監督作。

犬ヶ島

2018 / アメリカ / 1h41

ウェス・アンダーソン
ブライアン・クランストン/エドワード・ノートン/野田洋次郎

©2018 Twentieth Century Fox Film Corporation

6月下旬以降

近未来の日本。「犬ヶ島」に追放された
愛犬を救い出すため、孤独な少年が心
優しい５匹の犬と冒険の旅に出るが…。
ウェス・アンダーソンはアニメを監督し
てもやっぱり天才！細部までこだわりぬ
いた奇想天外な世界観に個性豊かな
俳優陣が集結。見逃し厳禁の大傑作！

第 68 回ベルリン国際映画祭
銀熊賞（監督賞） 受賞

ゆずりは

2018 / 日本 / 1h51

加門幾生 
滝川広志 / 柾木玲弥 / 勝部演之

©「ゆずりは」製作委員会

6/16 -

葬儀社で働く水島は、長年「死」を仕
事にすることで感情を失ってしまって
いた。イマドキな新入社員の教育係を
務めるうちに、そんな水島の心に変化
が生まれてくるが…。ものまねタレント
のコロッケが本名・滝川広志として映
画初主演。生と死を真正面から描い
た心温まる感動作。

　田和彦

友罪

2018 / 日本 / 2h09

瀬々敬久
生田斗真/瑛太/佐藤浩市/夏帆/山本美月

©2017 映画「友罪」製作委員会 ©薬丸岳／集英社

上映中

薬丸岳

ジャーナリストの夢破れて町工場で
働き始めた益田と、同僚の鈴木。次第
に心を通わせていく二人だったが、あ
るきっかけで益田は、鈴木が17年前
の連続児童殺傷事件の元少年犯で
はないかと疑い始める―。瀬々敬久
監督のもと、生田斗真と瑛太が渾身
の演技で挑んだ慟哭の人間ドラマ。

ラスト・ワルツ

1978 / アメリカ / 1h57

マーティン・スコセッシ
ザ・バンド/ボブ・ディラン/ニール・ヤング

男と女、モントーク岬で

2017 /ドイツ-フランス-アイルランド/ 1h46

フォルカー・シュレンドルフ
ステラン・スカルスガルド / ニーナ・ホス

クジラの島の忘れもの

2018 / 日本 / 1h38

牧野裕二
大野いと / 森崎ウィン

ビューティフル・デイ

2017 / イギリス / 1h30

リン・ラムジー
ホアキン・フェニックス/ジュディス・ロバーツ

アメリカン・アサシン

2017 / アメリカ / 1h52

マイケル・クエスタ
ディラン・オブライエン/マイケル・キートン

軍中楽園

2014 / 台湾 / 2h13

ニウ・チェンザー
イーサン・ルアン / レジーナ・ワン 

©Ziegler Film / Franziska Strauss ©クジラの島の忘れもの製作委員会©2018 Lions Gate Films Inc. All Rights Reserved.

©2018 Metro-Goldwyn-Meyer Studios Inc. All Rights reserved.ics
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6/29 - 6/29 - 7/56/29 -6/29 -

7/6 -

ヴィンス・フリン ジョニー・グリーンウッド

アメリカン・ロックの代名詞的存在
“ザ・バンド”の解散コンサートをスコ
セッシ監督が記録したライブドキュメ
ンタリー。ディラン、クラプトン、ヤング
など超豪華ゲストを迎えて繰り広げ
られる歓喜の音楽体験が、公開40周
年を記念してパワフルな大音響と鮮
やかなリマスター映像で甦る！

恋人をテロで殺されて復讐に燃える
青年がＣＩＡにスカウトされる。過酷な
訓練の末、鬼教官とのコンビで核兵
器テロ計画の阻止に奔走するが…。
Ｄ・オブライエン＆Ｍ・キートン競演、
現代的なリアリティを土台にスペクタ
クルなアクションが炸裂するスパイ・
サスペンスの新たな決定版！

殺しも厭わない人捜しのプロが、政治
家の娘の捜索を依頼される。しかし見
つけ出した彼女はあらゆる感情を失っ
ており…。孤独な男とすべてを失った
少女、２つの壊れた心の行方を研ぎ澄
まされた映像美で描き出す。ホアキン・
フェニックス主演クライムスリラー。

ニューヨークを訪れた初老の作家が、
17年前に別れた恋人と再会する。新
作小説のモデルでもある彼女は別れ
てからのことをいっさい語らなかった
が、２人は思い出の地であるモントー
ク岬へと旅することになり…。求め合
い、すれ違う男女の機微を陰影豊か
に綴った、味わい深い愛の物語。

愛美は、阪神大震災で死別した母と
の思い出“クジラの大ジャンプ”をも
う一度見たいと願って沖縄に移住し
たが、夢は叶わないまま日々が過ぎて
いた。そんなある日、仕事を通じてベ
トナム人青年のコアと知り合うが…。
沖縄・ベトナムの美しい景観が彩る、
国境を越えた純愛ストーリー。

1949年、毛沢東が中華人民共和国を建
国。国民党軍の撤退先・台湾では全土で戒
厳令が敷かれ、中国大陸の目の前にある金
門島は戦闘の最前線となった。金門島に
実在した軍中公娼館での人間模様を『モ
ンガに散る』のニウ・チェンザーが一人の
新兵を通して描いた、問題作にして傑作！

©2017 - QUAD + TEN - TEN FILMS - GAUMONT - TF1 FILMS PRODUCTION 
- PANACHE PRODUCTIONS - LA COMPAGNIE CINEMATOGRAPHIQUE ©2014 Honto Production Huayi Brothers Media Ltd. Oriental Digital Entertainment Co., Ltd. 

1 Production Film Co. CatchPlay, Inc. Abico Film Co., Ltd All Rights Reserved

第 51 回金馬奨
助演女優賞／助演男優賞 受賞

ホウ・シャオシェン

フロリダ・プロジェクト
真夏の魔法

2017 / アメリカ / 1h52

ショーン・ベイカー
ウィレム・デフォー/ブルックリン・キンバリー・プリンス

©2017 Florida Project 2016, LLC.

6/22 -

６歳のムーニーはフロリダの安モー
テルで母ヘイリーとその日暮らし。シ
ングルマザーで無職のヘイリーは厳
しい現実に苦しむも、ムーニーの目に
映る世界は輝きに満ちていて楽しく過
ごしていたが…。社会の片隅で生きる
人々の日常を、登場人物に優しく寄り
添いながら眩い映像美で映し出す。

ダリダ あまい囁き

2017 / フランス / 2h07

リサ・アズエロス 
スヴェヴァ・アルヴィティ/リッカルド・スカマルチョ 

7/6 -

パローレ パローレ♪のフレーズで
大ヒットしたアラン・ドロンとのデュ
エット曲「あまい囁き」。フランスの
国民的歌姫でありながら54 歳で自
死を選んだダリダの隠された苦し
み・葛藤の人生をミステリータッチ
で描く。オリジナル音源の歌曲も素
晴らしい。

©2017 BETHSABEE MUCHO-PATHE PRODUCTION-TF1 FILMS PRODUCTION-
JOUROR CINEMA

©2017 Beijing Phoenix Entertainment Co., Ltd. Shanghai Alibaba Pictures Co., Ltd. J.Q. 
Pictures Limited Dream Sky Films Co., Ltd. Huaxia Film Distribution Co. Ltd. We Pictures Ltd. 
Hakim Unique Media Group Co., Ltd. Blink Pictures Lian Ray Pictures. ALL Rights Reserved.

第 70 回カンヌ国際映画祭
男優賞／脚本賞 受賞

Copyright ©Why Not Productions, Channel Four Television Corporation,and The British Film 
Institute 2017. All Rights Reserved. ©Alison Cohen Rosa / Why Not Productions

危険な関係
４K デジタル・リマスター版

1959 / フランス / 1h50

ロジェ・ヴァディム
ジェラール・フィリップ / ジャンヌ・モロー

©1960 - TF1 DROITS AUDIOVISUELS

6/15 - 6/21

セロニアス・モンク

映画史においてひときわ眩く輝く二枚
目スター、ジェラール・フィリップと大
女優ジャンヌ・モローが競演したフラ
ンス恋愛映画の古典。セロニアス・モ
ンクなどによるモダン・ジャズの名演
にのせて、退廃的なパリの社交界で
繰り広げられる恋の駆け引きが端麗
なモノクロ映像で描かれる。

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


