
2018 / アメリカ / 2h00

デヴィッド・リーチ
ライアン・レイノルズ/ジョシュ・ブローリン/ 忽那汐里 

デッドプール２
©2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved

6/1 -

R 指定ながら全世界大ヒット、毒
舌＆下ネタ連発、不死身で無敵で
不敵のみんなの「俺ちゃん」が帰っ
てきた！！前回の仲間はもちろん、
忽那汐里演じる新キャラなども登
場し、最強鬼やばチーム「エック

ス・フォース」を結成！異色の無責
任ヒーローが贈るアクションコメディ
第２弾！

2018 / 日本 / 1h54

福田雄一
山田孝之/長澤まさみ/ムロツヨシ/佐藤二朗

50 回目のファーストキス
©2018「50 回目のファーストキス」製作委員会

6/1 -

ハワイに住むプレイボーイが本気
で恋をしたのは、記憶が１日で消え
てしまう女性だった…。2004年に
公開されたドリュー・バリモア×ア
ダム・サンドラー主演の名作を山田
孝之×長澤まさみでリメイク。『銀

魂』や『勇者ヨシヒコ』シリーズなど
ギャグコメディを得意とする福田雄一
監督が本気でラブストーリーに挑戦！

シネマ歌舞伎
東海道中膝栗毛 歌舞伎座捕物帖

〈とうかいどうちゅうひざくりげ  こびきちょうなぞときばなし〉

2018 / 日本 / 1h45

戸部和久市川猿之助
市川染五郎/市川猿之助/中村勘九郎/中村七之助

©松竹株式会社

6/9 -

十返舎一九

お伊勢参りで一文無しになった弥次
さん喜多さんは、江戸にもどって歌舞
伎座でバイトを始めることに。失敗続き
で怒られてばかりのある日、舞台で殺
人事件が発生。犯人と疑われた２人は
自ら捜査に乗り出すのだが…？今回の
“やじきた”は抱腹絶倒ミステリー！？
一般 2,100 円／学生・小人 1,500 円

メイズ・ランナー 最期の迷宮

2018 / アメリカ / 2h22

ウェス・ボール
ディラン・オブライエン/カヤ・スコデラリオ

6/15 -

ジェームズ・ダシュナー

巨大迷路からの脱出に３年の歳月を
費やしたトーマスたち。捕われたミン
ホを救い出すため、世界災害対策本部

（WCKD）のある都市“ラスト・シティ”
への逆侵入を決意する！『メイズ・ラ
ンナー』シリーズ完結！仲間を、そし
てウイルスに侵された人類を救うた
めに最期の迷宮を攻略せよ！

©TM and ©2017 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved. 
Not for sale or duplication.

モリーズ・ゲーム

2017 / アメリカ / 2h20

アーロン・ソーキン
ジェシカ・チャステイン / イドリス・エルバ

©2017 MG's Game, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

6/22 - 7/5

ケガでアスリートの道を絶たれたモ
リーは高額ポーカールームの経営
者に転身。瞬く間に大成功を収める
が、突然 FB I に逮捕されてしまい…。

『ソーシャル・ネットワーク』などを手
掛けた天才脚本家アーロン・ソーキ
ンの初監督作は、才女を見舞ったス
キャンダルの真実に迫る実録ドラマ。

さよなら、僕のマンハッタン

2017 / アメリカ / 1h28

アラン・ローブマーク・ウェブ
カラム・ターナー / ジェフ・ブリッジス

©2017 AMAZON CONTENT SERVICES LLC

6/22 - 7/5

大学卒業を機に親元を離れたが就職
はせず、アルバイト生活のトーマス。
思いを寄せる古書店員のミミとも友
達止まりだ。そんな人生の迷走中の彼
が、おかしな隣人や父の愛人との出会
いによって見つけた本当の自分とは？

『（500）日のサマー』の監督が懐かしき
名曲にのせて贈るＮＹへのラブレター。

ザ・シークレットマン

2017 / アメリカ / 1h43

ピーター・ランデズマン
リーアム・ニーソン / ダイアン・レイン

©2017 Felt Film Holdings.LLC

6/22 - 6/28

リドリー・スコット

ニクソン大統領を辞任に追い込んだ
ウォーターゲート事件の内部告発者、
その正体はFBI 副長官マーク・フェ
ルトだった。事件の真実を明らかにす
べく闘ったフェルトの姿を、彼の自伝
を基に描いた実録サスペンス。同じく
ニクソン政権期を描いた『ペンタゴ
ン・ペーパーズ』とともに必見！  

タクシー運転手
約束は海を越えて

2017 / 韓国 / 2h17

チャン・フン
ソン・ガンホ / トーマス・クレッチマン

©2017 SHOWBOX AND THE LAMP. ALL RIGHTS RESERVED.

6/22 - 6/28

1980年の韓国。民主化を求めるデモ
が激化し、光州では軍が厳戒態勢を
敷いていた。ソウルのタクシー運転手
マンソプは報酬につられて、外国人
記者を危険な光州に連れていくこと
になるが…。韓国現代史最大の悲劇
“光州事件”を、平凡な市民と記者の
目から描いたソン・ガンホ主演作。

ラッキー

2017 / アメリカ / 1h28

ジョン・キャロル・リンチ
ハリー・ディーン・スタントン/デヴィッド・リンチ

©2016 FILM TROOPE, LLC All Rights Reserved

6/29 - 7/5

神など信じない現実主義者の老人
ラッキー。90歳も過ぎ、死について思
いを巡らせるようになるが…。昨年逝
去した名優ハリー・ディーン・スタン
トンの人生すべてが反映されたような
奇跡の映画。全編に死の哀切が響い
ているが、しかしこの最後の主演作は
まぎれもなく幸運で輝いてもいる。

ザ・スクエア 思いやりの聖域

2017 /スウェーデン-ドイツ-フランス-デンマーク/ 2h31

リューベン・オストルンド
クレス・バング / エリザベス・モス

6/15 - 6/21

現代美術館のキュレーター、クリス
ティアンは、参加型アート「ザ・スクエ
ア」を発表。現代社会に蔓延するエゴ
イズムや格差問題に一石を投じる狙
いだったが、ある事件を機に制御不能
の窮地に陥っていく。痛烈な皮肉と笑
いで生きることの本質に迫る意欲作。

第 70 回カンヌ国際映画祭
パルムドール 受賞

©2017 Plattform Prodtion AB / Societe Parisienne de Production 
/ Essential Filmproduktion GmbH / Coproduction Office ApS

アイ，トーニャ
史上最大のスキャンダル

2017 / アメリカ / 2h00

スティーヴン・ロジャースクレイグ・ギレスピー
マーゴット・ロビー / アリソン・ジャネイ

Copyright ©2017 AI Film Entertainment LLC. All Rights Reserved.

6/8 - 6/21

フィギュアスケート選手トーニャ・ハー
ディングの人生は、オリンピック代表
の座を争うライバルを襲撃した事件で
一変する。スポーツ界を震撼させた大
スキャンダル、その真実が今明らかに！
トーニャの鬼母に扮したアリソン・ジャ
ネイがオスカー受賞も納得の怪演！

第 90 回アカデミー賞
助演女優賞 受賞

バーフバリ 王の凱旋 完全版【オリジナル・テルグ語版】

©ARKA MEDIAWORKS PROPERTY, ALL RIGHTS RESERVED.

6/8 - 6/14

インド映画史上最大のヒット！今
や社会現象となっている伝説の
戦士の数奇な運命を、壮絶なス
ケールで描いたアクション超大作

『バーフバリ』。好きという熱い想
いは「完全版が観たい」という声

になり、ついに願いが叶う!!デーヴァ
セーナが歌い踊る楽曲を始め26分
の初公開シーンが追加。

2017 / インド / 2h47

 S・S・ラージャマウリ
プラバース / ラーナー・ダッグバーティ

ニッポン国 VS 泉南石綿（いしわた）村
© 疾走プロダクション

6/1 - 6/7

８年に及ぶ大阪・泉南地区の石綿健
康被害をめぐる裁判闘争を克明に
記録した、日本映画史屈指のドキュ
メンタリスト原一男の力作！

6 / 2（土）原一男監督 シネマトーク
10：00 ～上映後（14：45終了予定）
前売券：1,500円発売中
※各種招待券不可/当日料金は当劇場の
　HPをご参照ください。

2017 / 日本 / 3h35
小林佐智子原一男

Vision
©2018「Vision」LDH JAPAN, SLOT MACHINE, KUMIE INC.

6/8 -

幻の薬草 “Vision”を求めて、エッセ
イストのジャンヌは奈良の森へとやっ
てきた。そこで山守の智と出会い次
第に心を通わせていくことに。しかし
ある若者が現れたことで運命の歯車
が動き始めて…。世界で活躍する映
画人たちが、河瀨監督の故郷に結集
し創り上げたヒューマンドラマ。

2018 / 日本 - フランス / 1h50
ジュリエット・ビノシュ/永瀬正敏/岩田剛典

河瀨直美

エターナル
©2017 WARNER BROS PICTURES, ALL RIGHTS RESERVED

6/29 - 7/5

ジェフンは妻子をシドニーに留学さ
せ、自分はソウルの証券会社で仕事
に励んでいた。しかし会社が莫大な負
債を抱えて倒産。失意のままシドニー
にいる妻子のもとを訪れるが、そこに
は別の男と親しく過ごす妻子の姿が
あって…。イ・ビョンホンが渾身の演
技で魅せるラブ・サスペンス。

2016 / 韓国 / 1h37

イ・ジュヨン
イ・ビョンホン / コン・ヒョジン

コードギアス
反逆のルルーシュIII 皇道

2018 / 日本 / 2h20

谷口悟朗
福山潤/櫻井孝宏/ゆかな/小清水亜美/名塚佳織

©SUNRISE ／ PROJECT L-GEASS Character Design ©2006-2017 CLAMP・ST

上映中

世界最大の国家・神聖ブリタニア帝
国と黒の騎士団が新たな時代を懸け
て遂に激突！戦火が広がり、人 の々怒
りや悲しみ、執着や願いが交錯する
中、世界の未来を見据えたルルーシュ
＝ゼロとスザクの物語は衝撃の結末
を迎える。人気TVアニメ『コードギ
アス』劇場版３部作、堂 の々完結！

犬ヶ島
©2018 Twentieth Century Fox Film Corporation

上映中

近未来の日本。犬インフルエンザが発
生し、犬たちはごみ処理場の島「犬ヶ
島」に隔離されてしまった。12歳の小
林アタリは、愛犬を探すため、小型機
を盗んで犬ヶ島にやってきたが…。ベル
リン国際映画祭で絶賛された、日本を
舞台に描くストップモーションアニメ。

第 68 回ベルリン国際映画祭
銀熊賞（監督賞） 受賞

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

ゲティ家の身代金

2017 / アメリカ / 2h13

リドリー・スコット 
ミシェル・ウィリアムズ/マーク・ウォールバーグ

©2017 ALL THE MONEY US, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

上映中

世界一の大富豪ジャン・ポール・ゲ
ティの孫が誘拐され、50億円という
破格の身代金を要求される。しかし、
ゲティは支払いを拒否。離婚し一族
を離れていた母は、息子を助けるた
めに一か八かの賭けに出る。1973年
に世界を騒然とさせた誘拐事件の顛
末をリドリー・スコット監督が映画化。

妻よ薔薇のように
家族はつらいよIII

©2018「妻よ薔薇のように　家族はつらいよ III」製作委員会

上映中

喜劇映画シリーズ３作目のテーマは
【主婦への讃歌】。ダメ夫の心ない言
葉に、溜まり溜まった不満が爆発し妻
が家出！一家の家事を担う主婦がい
なくなる史上最大のピンチに、平田家
は大混乱！山田洋次監督が贈る、全
ての女性が笑って共感、しみじみ泣け
て励まされる家族のドラマ。

2018 / 日本 / 2h03
橋爪功 / 吉行和子 / 西村まさ彦 / 夏川結衣 

山田洋次 平松恵美子

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.

6/29 - 7/5

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。

ミスミソウ

2017 / 日本 / 1h54

唯野未歩子内藤瑛亮
山田杏奈 / 清水尋也 / 大谷凛香 / 戸田昌宏

© 押切蓮介 / 双葉社 ©2017「ミスミソウ」製作委員会

6/29 - 7/5

押切蓮介

雪に覆われた過疎の町。そこへ東京か
ら転校してきた野咲春花は“部外者 ”
として扱われ、壮絶なイジメを受けて
いた。嫌がらせは日に日にエスカレー
トし、ある日、春花の家族が家ごと焼
き殺され…。伝説のコミックを『ライ
チ☆光クラブ』の監督が実写映画化。
美しくも残酷なトラウマ・サスペンス。

パンク侍、斬られて候

2018 / 日本 / 2h11

宮藤官九郎石井岳龍
綾野剛 / 北川景子 / 東出昌大 / 染谷将太

© エイベックス通信放送

6/30 -

町田康

町田康の傑作時代小説を監督：石井
岳龍×脚本：宮藤官九郎で実写映画
化！江戸時代を舞台に“超人的刺客 ”
にして“テキトーなプータロー侍” 掛
十之進が、自ら蒔いた種によって生ま
れる大惨事に七転八倒する大活劇。
喜怒哀楽たっぷりに演じる豪華俳優
陣が爆裂ワールドを創り上げる！

君の名前で僕を呼んで
©Frenesy, La Cinefacture

6/8 - 6/21

北イタリアの避暑地。17歳のエリ
オは、ひと夏を過ごしにアメリカか
ら来た24歳のオリヴァーと出会
い、激しい恋に落ちる。しかし無情
にも夏の終わりが迫ってきて…。
生涯忘れえぬ恋の痛みと喜びを

描いた傑作。新星ティモシー・シャラ
メが眩しすぎる存在感を放つ。

第 90 回アカデミー賞
脚色賞 受賞

2017 /イタリア-フランス-ブラジル-アメリカ/ 2h12

ルカ・グァダニーノ
ティモシー・シャラメ / アーミー・ハマー

ジェームズ・アイヴォリー

オンリー・ザ・ブレイブ

2017 / アメリカ / 2h14

ジョセフ・コシンスキー
ジョシュ・ブローリン / マイルズ・テラー

©2017 NO EXIT FILM, LLC

6/22 -

2013年にアリゾナ州で発生した大規
模森林火災に挑んだ男達を描いた感
動の実話。堕落した日 を々過ごすブレ
ンダンは、恋人の妊娠を契機に森林
消防団に入隊。地獄のような訓練が続
く中、山を飲み込む程の山火事が発
生する。炎に立ち向かう熱い男達の絆
とプライドに興奮と涙が押し寄せる！

ハン・ソロ スター・ウォーズ・ストーリー

©2018 Lucasfilm Ltd. All Rights reserved

6/29 -

2018 / アメリカ / 2h15 予定

ロン・ハワード
オールデン・エアエンライク/エミリア・クラーク

ローレンス・カスダン

シリーズ屈指の人気を誇りながら、
特別な力（フォース）を持つわけ
ではないが、予測不可能な大胆
さであらゆる世代を魅了し続ける
“ 愛すべき悪党”ハン・ソロ。彼の
知られざる過去が、ついに明かさ

れる！ルークやレイアと出会う前の
若きハン・ソロが繰り広げる怒涛の
アナザー・ストーリーが幕を開ける！

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


