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ホワイトリリー

2016 / 日本 / 1h20

加藤淳也 / 三宅隆太中田秀夫
飛鳥凛 / 山口香緖里 / 町井祥真 / 西川カナコ

©2016 日活

4/1 - 4/7

傷ついた過去を慰めあうように寄り
添い生きてきた二人の女・はるかと登
紀子。彼女たちの秘密に踏み込んで
きた男・悟によって、それぞれの愛が
暴走をはじめる―。ホラー映画の名
匠・中田秀夫監督が、レズビアンの
世界に挑み、歪んだ愛の果てにある
女同士の究極の純愛を描いている。

パッセンジャー

2016 / アメリカ / 1h56

モルテン・ティルドゥム
ジェニファー・ローレンス/クリス・プラット

上映中

宇宙でたった２人だけという大胆かつ
壮絶な設定を、今最も旬な２大スター
競演で描いたSFロマン。20XX年、
新たな居住地を目指し地球を後にした
宇宙船アヴァロン号。乗客5000人は
目的地までの120 年間を冬眠装置で
眠るはずだったが、なぜか２人の男女
だけが90年も早く目覚めてしまい…。

キングコング 髑髏島の巨神

ジョーダン・ボート＝ロバーツ
トム・ヒドルストン / ブリー・ラーソン

©2016 WARNER BROS.ENTERTAINMENT INC., LEGENDARY PICTURES PRODUCTIONS, 
LLC AND PATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC.

上映中

未知の生物を探索する調査隊が派
遣されたのは、幻の存在とされてきた
髑髏島。骸骨が散らばり、巨大な手
跡が残る不気味な島で彼らの前に現
れたのは島の巨神＝キングコング！
隊員は為す術もなく、巨大生物から
逃げ惑うのだが…。巨大なる絶対王
者の暴走アドベンチャー超大作！

PとJK

2017 / 日本 / 2h04

廣木隆一
亀梨和也 / 土屋太鳳 / 高杉真宙 / 玉城ティナ

©2017「PとJK」製作委員会

上映中

三次マキ

仕事にまじめな警察官（P）とピュア
でまっすぐな女子高生（JK）が恋をし
た！そんな二人が一緒にいる方法は
ただひとつ…「結婚しよう！」まわりに
は絶対内緒の二人の結婚生活が始
まる!! 大人気コミックが待望の実写
化。K（亀梨和也）とTT（土屋太鳳）
で贈る超絶ピュアラブストーリー！

サクラダリセット 前篇

2017 / 日本 / 1h43

深川栄洋
野村周平 / 黒島結菜 / 平祐奈 / 加賀まりこ

©2017 映画「サクラダリセット」製作委員会

上映中

河野裕

｢記憶保持｣ 能力を持つ高校生、浅
井ケイは、｢リセット｣の能力を持つ
春埼美空と共に、２年前に死んだ、
相麻菫をよみがえらせるため、様々
な能力を組み合わせた作戦に挑む。
時制が錯綜する緊迫のミステリーで
あると同時に、刹那のときめきと哀し
みが胸打つ青春ラブストーリー。

2017 / アメリカ / 1h58

2015 / アメリカ - モロッコ / 2h08

ヴェルナー・ヘルツォーク
ニコール・キッドマン / ジェームズ・フランコ

©2013 QOTD FILM INVESTMENT LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

4/22 - 4/28

イギリスの上流階級出身のガート
ルード・ベルの希望は、まだ見ぬ世
界へ飛び立つことだった。そして訪
れたアラビアの地に魅了された彼女
は、やがて “イラク建国の母”と呼ば
れることになるのだが…。アラビアの
地に情熱を注いだ波瀾の半生は、ま
さに女性版『アラビアのロレンス』。

アラビアの女王
愛と宿命の日々

郵便配達は二度ベルを鳴らす

原作：モンキー・パンチ ©TMS

4/8 - 4/21

LUPIN THE ⅢRD 
血煙の石川五ェ門

2017 / 日本 / 0h54

小池健
栗田貫一 / 小林清志 / 浪川大輔 / 沢城みゆき

モンキー・パンチ

｢ルパン三世｣の原点をリビルドし若
きルパンたちを描いたシリーズ第２
弾。雇い主である組長の葬儀の場で
裏切り者の汚名を掛けられた五ェ門
は、屈辱を晴らすため斬って斬って
斬りまくる !《血煙》呼ぶ死闘の末に
手に入れたものとは !? 覚醒の瞬間、
そしてルパンとの出会いを目撃せよ！

1942 / イタリア / 2h06

家族の肖像

ルキノ・ヴィスコンティ
マッシモ・ジロッティ/クララ・カラマーイ

揺れる大地

1948 / イタリア / 2h40

ルキノ・ヴィスコンティ
アントニオ・アルチディアコノ/ジュゼッペ・アルチディアコノ

1974 / イタリア - フランス / 2h01

©1943 I.C.I. Industrie Cinematografiche Italiane. ©1987 Marzi Vincenzo; ©2004 MARZI Srl. All rights 
reserved. International Sales VIGGO S.r.l.

©21948 Ar.Te.As. Film, Universalia Produzione. ©1987 Marzi Vincenzo;©2004 MARZI Srl. All rights 
reserved.　International Sales VIGGO S.r.l.

ルキノ・ヴィスコンティ
バート・ランカスター/ヘルムート・バーガー

©Minerva Pictures

4/15 - 4/21

山猫

1963 / イタリア - フランス / 3h07

ルキノ・ヴィスコンティ
バート・ランカスター / アラン・ドロン

「家族の肖像」と呼ばれる団らん画
のコレクションに囲まれて、ローマの
豪邸に一人暮らす老教授。失われゆ
くものたちに埋もれ孤独に生きてき
た彼の生活は、ある家族の闖入に
よってかき乱されてゆく。車椅子を操
り、気迫と執念で撮り上げたヴィスコ
ンティ後期の最高傑作。

4/15 - 4/21 4/22 - 4/28 4/22 - 4/28

１８６０年、統一戦争に揺れるイタリア。
名門サリーナ侯爵家が統治してきた
シチリア島にも革命の波が押し寄せ
る。貴族社会の終焉を感じながらも
優雅に暮らし続ける侯爵だが、一家
で向かった避暑地で、甥のタンクレ
ディが、新興ブルジョワジーの娘アン
ジェリカと恋に落ちてしまう。

T２トレインスポッティング

4/8 -

90年代に社会現象を巻き起こした
前作から 20年、大金を持ち逃げした
マーク・レントンがエジンバラに舞い
戻ってきた。もの分かりのよい大人
になれず荒んだ人生を疾走する彼
らの再会、そして選ぶ未来とは。ダ
ニー・ボイル監督、ユアンらキャスト
の続投も嬉しいファン待望の続編！

2017 / イギリス / 1h57　

ダニー・ボイル
ユアン・マクレガー / ユエン・ブレムナー

レゴ® バットマン ザ・ムービー

2017 / アメリカ / 1h45

クリス・マッケイ
山寺宏一 / 小島よしお / オカリナ / ゆいP

©The LEGO Group.TM & ©DC Comics.©2016 Warner Bros. Ent.

4/1 -

世界中で大人気のスーパーヒーロー
「バットマン」がレゴ®になった！カ
ラフルで楽しいブロックの世界で繰
り広げられるアクションとギャグ満
載の大冒険！宿敵ジョーカーの魔
の手からゴッサムシティを守るため、
一匹狼のバットマンが仲間たちと力
を合わせて悪に立ち向かう!!

若者のすべて

1960 / イタリア - フランス / 2h59

ルキノ・ヴィスコンティ
アラン・ドロン / アニー・ジラルド

©1960 TF1 Droits Audiovisuels - Titanus

4/22 - 4/28

ミラノに住む長男を頼りに、南部から
移住してきたパロンディ家。次男のシ
モーネはボクサーとして成功への糸口
を見つけるが、娼婦ナディアに溺れ落
ちぶれていき、やがて悲劇が引き起こ
される。巨匠ヴィスコンティが1960 年
に発表し、都会の生活に翻弄される
兄弟の姿を叙情的に描いた。

飲食店を営む夫婦のもとに転がり
込んできた風来坊ジーノ。妻とジーノ
はすぐに深い仲になり、駆け落ちを
計画するが—。ネオレアリズモ期の
薫りが色濃く漂うヴィスコンティのデ
ビュー作。本国で発見されたフィル
ムをもとにデジタル修復された、本編
126分の２Kリマスター版で上映。

小さな村で漁師を生業としているバ
ラストロー家。寝ずの漁を行っても
網元から搾取され、貧しい生活は
好転しない。見かねた長男のアント
ニオは、網元からの独立を決意す
るが—。プロの俳優を一切使わず、
シチリア島の漁師たちを起用した、
ルキノ・ヴィスコンティの監督第２作。

津端修一 / 津端英子
2016 / 日本 / 1h31

ナレーション：樹木希林伏原健之

人生フルーツ
© 東海テレビ放送

4/1 - 4/7

『ヤクザと憲法』『死刑弁護人』な
ど、多くの良質なドキュメンタリーを
製作する東海テレビの劇場最新作。
ニュータウンの一隅で雑木林を育て、
その自然の恵みを享けながら暮らす
老建築家夫妻の温かな愛に満ちた日
常を映し出す。本当の豊かさとは何
か、深い思索に心地よく誘われる。

ジャッキー 
ファーストレディ 最後の使命

2016 / アメリカ-チリ-フランス / 1h39

パブロ・ラライン ダーレン・アロノフスキー
ナタリー・ポートマン/ピーター・サースガード

©2016 Jackie Productions Limited

3/31 -

ケネディ大統領が永遠に人々の心に生
き続けることになった陰には、妻ジャッ
キーの知られざる闘いがあった。暗殺
された最愛の夫を過去の人にさせない
ために彼女が挑んだ “最後の使命”を
描き、主演Ｎ・ポートマンを筆頭に賞
レースを席巻した珠玉の伝記ドラマ。

第73回ヴェネツィア国際映画祭 
脚本賞受賞

ワイルド・スピード
ICE BREAK

©Universal Pictures

4/28 -

人気カーアクションシリーズ最新作。
今回はついに北極にまで降り立ち
想像を絶する氷河チェイスを展開
する。シャーリーズ・セロン、ヘレン・
ミレンといった豪華キャストも参戦し、
裏切りによるファミリーの崩壊、宿敵
との共闘など、シリーズ史上最大の
スケールで物語が加速する！！

2017 / アメリカ / 時間未定

F・ゲイリー・グレイ
ヴィン・ディーゼル/ドウェイン・ジョンソン

無限の住人
© 沙村広明／講談社 ©2017 映画「無限の住人」製作委員会

4/29 -

謎の老婆に永遠の命を与えられ
た伝説の人斬り・万次。ある日、
親を殺され仇討ちの助っ人を依
頼したいと少女が現れる。亡き妹
の面影を重ねた万次は、少女を
守る為に用心棒として無限の命

を使うと決心するが―。三池崇史×
木村拓哉で贈る“ 規格外 ” アクショ
ンエンターテインメント！

2017 / 日本 / 2h20

三池崇史
木村拓哉 / 杉咲花 / 福士蒼汰 / 市川海老蔵

沙村広明

ネオン・デーモン

2016 / アメリカ -フランス他 / 1h58

ニコラス・ウィンディング・レフン
エル・ファニング / キアヌ・リーヴス

©2016, Space Rocket, Gaumont, Wild Bunch

4/8 - 4/14

トップモデルを夢見て都会へ出た16
歳のジェシーは、すぐにデザイナーや
カメラマンの心を掴む。そんな彼女に
ライバルたちは異常な嫉妬心を燃や
すが、やがてジェシーに眠る巨大な
野心が目覚め…。美に取りつかれた
現代人の悪夢を、卓越した映像美と
音で挑発するレフン監督最新作。

ナイスガイズ！

2016 / アメリカ / 1h56

シェーン・ブラック
ラッセル・クロウ / ライアン・ゴズリング

©2016 NICE GUYS, LLC

4/22 - 4/28

腕力自慢の示談屋と冴えない私立探
偵がひょんなことからコンビを結成し、
ある事件の捜査を開始。簡単に解決
するはずが、いつしか国家を揺るがす
陰謀に巻き込まれ、殺し屋から命を
狙われることに…。ラッセル・クロウ
＆ライアン・ゴズリング豪華競演の痛
快バディ・アクション・ムービー！

将軍様、
あなたのために映画を撮ります

2016 / イギリス / 1h37

ロス・アダム / ロバート・カンナン
チェ・ウニ / シン・サンオク / 金正日

©2016 Hellflower Film Ltd/the British Film Institute

4/15 - 4/21

1978年、韓国人女優チェ・ウニと映
画監督シン・サンオクが北朝鮮に拉
致された。目的は、映画マニアであっ
た金正日の下で映画を製作すること。
与えられる潤沢な資金と自由な環境
に、シン監督は映画作りに取り憑か
れてゆく。金正日の肉声を交え拉致
事件を追う衝撃のドキュメンタリー。

ルートヴィヒ 完全復元版

1972 / イタリア-西ドイツ-フランス / 3h57

ルキノ・ヴィスコンティ
ヘルムート・バーガー / ロミー・シュナイダー

4/15 - 4/21

イタリアの巨匠ルキノ・ヴィスコンティ、代
表作。初公開版よりも100 分近く長い

「完全復元版」。1864年、18歳でバイ
エルン国王に即位し、「狂王」と呼ばれ、
40歳で謎の死を遂げたルートヴィヒ２世
の、音楽家ワーグナーへの傾倒やオー
ストリア皇后への実らぬ恋、戦争から
の逃避など波乱に満ちた生涯を描く。

バーニング・オーシャン

2016 / アメリカ / 1h47

ピーター・バーグ
マーク・ウォールバーグ/カート・ラッセル

4/21 -

2010年にメキシコ湾沖の石油掘削施
設で起きた史上最悪の原油流出事故
を映画化！当時、最先端テクノロジー
搭載と言われた施設の内部で何が
起こったのか…。その疑問と真実を
大災害の恐ろしさばかりではなく、
人災でもあった事故の裏側を交えて
映像化した海洋スペクタクル大作！

©2016 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.

映画かみさまみならいヒミツのここたま 
奇跡をおこせ！テップルとドキドキここたま界

2017 / 日本 / 時間未定

土屋理敬新田典生
本渡楓/潘めぐみ/伊瀬茉莉也 /木下優樹菜

©2017 映画ここたま製作委員会 /©2017BANDAI/©BANDAI,WiZ

4/28 -

おもちゃシリーズと連動したテレビアニ
メが映画化！人間が大切にしたモノ
への想いから生まれたかみさま「ここ
たま」。小学生のこころとここたまたち
は、一人前のここたましか行けない「こ
こたま界」へ！しかし、彼らが招かれ
たのには特別な理由が…。ここたま
界と人間界を救う大冒険が始まる！

雨の日は会えない、
晴れた日は君を想う

2015 / アメリカ / 1h41

ジャン＝マルク・ヴァレ
ジェイク・ギレンホール / ナオミ・ワッツ

©2015 Twentieth Century Fox Film Corporation, Demolition Movie, LLC and TSG 
Entertainment Finance LLC. 

4/8- 4/14

交通事故で妻が死んだ。一滴の涙も
出ないデイヴィスは、無くしてしまっ
た感情を取り戻すため、身の回りの
あらゆる物を破壊し始めた。すると
妻が遺していた幾つものメモが見つ
かって…。独りの男が新しい人生の
一歩を踏み出そうともがき、その先に
見つけた本当に大切なものとは？

哭声 コクソン

2016 / 韓国 / 2h36

ナ・ホンジン
クァク・ドウォン / ファン・ジョンミン / 國村隼

©2016 TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION

4/22 - 4/28

韓国のとある小さな村に得体の知れ
ない“よそ者”がやってきた。やがて村
人が家族を虐殺する事件が続発す
る。刑事のジョングは、殺人を犯した
者に共通する特徴を自分の娘に見
つけてしまい…。國村 隼が謎だら
けの“よそ者 ”を怪演！全てを疑え。
さもなくば真実には辿りつけまい…。

ふたりの桃源郷
電気も水道もない山口県の山奥で
暮らす田中夫妻を 25 年にわたり追
いかけたドキュメンタリー。野菜を栽
培し、湧き水で風呂を沸かし、窯で
ご飯を炊く。そんなささやかな暮ら
しに、やがて老いが訪れる。二世代
の家族の葛藤と選択を通して、現代
の幸せのありかたを問いかける。

田中寅夫 / 田中フサコ / 矢田恵子 / 矢田安政
2016 / 日本 / 1h27

佐々木聰　ナレーション：吉岡秀隆

© 山口放送

4/15 - 4/21

L ION ／ライオン 
〜 25年目のただいま〜

2016 / オーストラリア / 1h59

ガース・デイヴィス
デヴ・パテル / ルーニー・マーラ

©2016 Long Way Home Holdings Pty Ltd and Screen Australia

4/7 -

1986年インド。5 歳の少年サルーは、
仕事を探しにでかけたカルカッタ市内
の電車の中で兄とはぐれ迷子になる。
やがて養子に出されオーストラリアで
成長するサル―。それから25年後、おぼ
ろげな記憶とGoogle Earth を頼り故
郷を探そうとする試みを始めるのだっ
た。アカデミー賞ノミネートの感動作。

4/7 - 4/21

おそ松さん
春の全国大センバツ上映祭

赤塚不二夫生誕８０周年記念として放送
され、旋風を巻き起こした６つ子がセンバ
ツされて劇場上映！今回は、６つ子それぞ
れのメインエピソードをセンバツし、６つの
部屋に分けて上映。ファン待望の完全新
作オリジナルショートエピソードを加え
た、スペシャルな劇場オリジナル編集版！
特別料金：1,500 円均一

2017 / 日本 / 時間未定

藤田陽一
櫻井孝宏／中村悠一／神谷浩史／福山潤／小野大輔

 © 赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

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


