
兄に愛されすぎて困ってます

2017 / 日本 / 1h39

夜神里奈 河合勇人
土屋太鳳 / 片寄涼太 / 千葉雄大 / 草川拓弥

©2017「兄こま」製作委員会  © 夜神里奈／小学館

6/30 -

高校２年生のせとかは告白12 連敗
中。そんなせとかの前にいろんなタイ
プのイケメンが急接近！そこに血の
繋がらないツンデレお兄・はるかも参
戦してきて―?! 非モテ女子に突然訪
れた兄系イケメンズ・フェスティバル！
甘く切なくちょっぴりキケンな、究極
の “愛されすぎ”ムービー誕生！

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

7/1 - 7/7

韓国のとある小さな村。得体の知れな
い “よそ者 ” がやってきて以来、村人
が家族を虐殺する事件が続発する。
村の警官は、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男を怪演！

『哀しき獣』のナ・ホンジン監督による
韓国土着ミステリの衝撃作。

それいけ！アンパンマン
ブルブルの宝探し大冒険！

2017 / 日本 / 1h00 予定
戸田恵子 / 中尾隆聖 / 多部未華子 / キャイ～ン

7/1 -

お父さんから渡された宝の地図を
持って旅に出た、ライオンの子どもだ
けど怖がりなブルブル。アンパンマン
たちはそんなブルブルを手伝うことに
なるも、宝を狙ってバイキンマンたち
もやってきて…。上映中は歌や踊りも
登場！今年もアンパンマンは映画館
デビューのお子様を応援します！

© やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV © やなせたかし／アンパンマン製作委員会 2017

矢野博之 やなせたかし

忍びの国
©2017 映画「忍びの国」製作委員会

7/1 -

戦国史上唯一、侍と忍びが直接
対決したと言われる「天正伊賀
の乱」を題材とした和田竜のベ
ストセラー小説を嵐・大野智主
演で映画化。圧倒的な戦力で攻
め込む織田の軍勢に、無門率い

る忍びの軍団は如何にして抗戦す
るのか!? 誰も見たことがない戦国
エンターテインメント超大作！

劇場版 仮面ライダーエグゼイド
宇宙戦隊キュウレンジャー THE MOVIE

© 劇場版「エグゼイド・キュウレンジャー」製作委員会 © 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映 ©2017 テレビ朝日・東映 AG・東映

8/5 -

2017 / 日本 / 時間未定

中澤祥次郎 
飯島寛騎 / 瀬戸利樹 / 松本享恭 / 岩永徹也

ＴＶシリーズも佳境に入ったエグ
ゼイドは、昨年12月の劇場版で本
編の重要な謎が明かされたのに
続き、今作では真のエンディング
を映画で先行公開！そして謎の
彗星が接近した地球を救うため、

“宇宙の救世主 ”キュウレンジャーは
真の力を開放する！この夏も２大ヒー
ローで熱くなろう！

セールスマン

2016 / イラン - フランス / 2h04

アスガー・ファルハディ
シャハブ・ホセイニ/タラネ・アリドゥスティ

7/8 - 7/14

小さな劇団に所属する教師のエマッド
と、その妻ラナ。舞台「セールスマンの
死」の初日を終えた夜、ラナが侵入者に
襲われたことにより夫婦の生活は一変
した。犯人を捕まえたい夫と、表沙汰に
したくない妻。ふたりの感情がすれ違う
中、事態は思わぬ方向へと動き出す…。

©MEMENTOFILMS PRODUCTION - ASGHAR FARHADI PRODUCTION
 - ARTE FRANCE CINEMA 2016

第 89 回アカデミー賞
外国語映画賞 受賞

劇場版 ポケットモンスター  キミにきめた！

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokemon ©2017 ピカチュウプロジェクト

7/15 -

劇場版20作目となる今作は、TV
アニメ第1話「きみに決めた！」で
登場以来、これまで姿を現さな
かった幻のポケモン“ホウオウ”
を巡る物語。サトシとピカチュウ
の初めての出会いから、本物の

パートナーになるまでの知られざる
冒険を描く、ポケモンを卒業された
方も必見の記念作！

カーズ／クロスロード
©2017 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

7/15 -

天才レーサー “マックィーン”。
ベテランになりつつある彼に待
ち受けていたのは、最新テクノロ
ジーを追及した新たな世代の台
頭、そしてレース人生を揺るがす
衝撃的な大クラッシュだった…。

思いがけない挫折、そして迫られる
人生の選択。この夏、ディズニー／ピ
クサー史上最大の衝撃が訪れる！

2017 / アメリカ / 時間未定

ブライアン・フィー
土田大/山口智充/戸田恵子/松岡茉優/藤森慎吾

ジョン・ラセター 

ザ・マミー  呪われた砂漠の王女

©Universal Pictures

7/28 -

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！

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。

ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない  第一章

©2017 映画「ジョジョの奇妙な冒険　ダイヤモンドは砕けない　第一章」製作委員会 ©LUCKY LAND COMMUNICATIONS ／集英社

8/4 -

2017 / 日本 / 2h00 予定

荒木飛呂彦三池崇史
山﨑賢人 /伊勢谷友介/神木隆之介/小松菜奈

大人気漫画シリーズ「ジョジョの
奇妙な冒険」が、30周年でまさか
の実写化！美しい海沿いの町・杜
王町で次々に起こる、変死事件
などの奇妙な出来事。見た目は
不良だが心根の優しい高校生・

東方丈助は、“スタンド”と呼ばれる
特殊能力を使い、仲間と共に愛する
町を守るため立ち上がる！

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 -

2017 / アメリカ / 時間未定

マイケル・ベイ
マーク・ウォールバーグ/ローラ・ハドック

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！

2017 / 日本 / 2h05

中村義洋
大野智 / 石原さとみ / 鈴木亮平 / 知念侑李

和田竜

銀魂
© 空知英秋／集英社 ©2017 映画「銀魂」製作委員会

7/14 -

高層ビルが立ち並び、宇宙船が空
を飛ぶ江戸の町。侍と呼ぶには
荒々しくあまりにまっすぐな目を
した男、坂田銀時が仲間と共にス
クリーンで大立ち回り！「週刊少
年ジャンプ」で連載の人気漫画が

ガチで実写映画化。笑って泣いて、
熱くなる。天下無敵のアクションエン
タテインメント！

ライフ

2017 / アメリカ / 1h44

ダニエル・エスピノーサ
ジェイク・ギレンホール/ライアン・レイノルズ

©2016 CTMG, Inc. All Rights Reserved.

7/8 -

火星で採取した地球外生命体の細
胞を極秘調査するため、宇宙ステー
ションに集められた６人の宇宙飛行
士たち。だが、高い知能を持つ生命
体は次第に進化・成長し、彼らを襲
いはじめる。実際に実現可能な技術
と舞台設定を用い、起こりうるリアル
を徹底的に追求したSFスリラー。

心が叫びたがってるんだ。
©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

7/22 -

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。

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 / 日本 / 2h10

空知英秋福田雄一
小栗旬/菅田将暉/橋本環奈/柳楽優弥/新井浩文

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

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

7/8 - 7/14

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
ンの雅哉と出逢う。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ゆく運
命にあり…。日本中を感動で包んだ

『あん』の河瀨直美監督と永瀬正敏
が生み出した至高のラブストーリー。

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

2017 / アメリカ / 時間未定

アレックス・カーツマン
トム・クルーズ / ソフィア・ブテラ

2017 / 日本 / 1h45 予定

湯山邦彦
松本梨香/大谷育江/佐藤栞里/本郷奏多/山寺宏一 

2017 / アメリカ / 2h09　　

ヨアヒム・ローニング/エスペン・サンドベリ
ジョニー・デップ / ハビエル・バルデム

パイレーツ・オブ・カリビアン  最後の海賊

©2017 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

7/1 -

ジャックは “ 海の死神 ” サラザー
ルの魔の手から逃れるため、この
世の全ての呪いを解くと言われ
る秘宝「ポセイドンの槍」を探し
ていた。そしてあのウィル・ター
ナーの息子ヘンリーが冒険を共

にすることになり…。お馴染のキャ
ストも再集結！超人気シリーズ最新
作がいよいよ公開！

パワーレンジャー
©2016 Lions Gate TM & ©Toei & SCG P.R.

7/15 -

2017 / アメリカ / 2h04

ディーン・イズラライト
デイカー・モンゴメリー/ナオミ・スコット

とある小さな町の５人の若者たち
は、不思議なコインを拾ったこと
で超人的なパワーを手にしてしま
う。古代の地球で封印されていた
悪の戦士が復活し、地球を滅亡さ
せようとしているのを阻止するた

めに選ばれたというのだが…？日本
が誇る戦隊ヒーローが待望のハリ
ウッド映画化！

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


