
ボン・ボヤージュ
家族旅行は大暴走

2016 / フランス / 1h32

二コラ・ブナム
ジョゼ・ガルシア/アンドレ・デュソリエ

©2016 Chic Films – La Petite Reine Production – M6 Films – Wild Bunch

10/28 - 11/3

コックス一家は最新システムを搭載
した自慢の新車でバカンスへ出ること
に。でもすぐに車が故障して止まらな
くなっちゃった！？ハイウェイを大暴
走という極限状態の中、次 と々明か
される秘密に家族もブレイク寸前！
無能な警官らを巻き込んで繰り広げ
られる“走る密室”暴走コメディ！

斉木楠雄のΨ難

2017 / 日本 / 1h37

福田雄一
山﨑賢人 / 橋本環奈 / 新井浩文 / 吉沢亮

© 麻生周一／集英社・2017 映画「斉木楠雄のΨ難」製作委員会

上映中

麻生周一

生まれながらにとんでもない超能力
を与えられた高校生・斉木楠雄。一
大イベントである文化祭を無事にやり
過ごしたいだけの斉木に災難がふり
かかりまくり、地球滅亡の危機?! やっ
かいな恋と友情、そして超能力が吹き
荒れる！笑いが全てを吹き飛ばす、
学園エンタテインメント超大作！

2017 / アメリカ / 1h55

デヴィッド・リーチ
シャーリーズ・セロン/ジェームズ・マカヴォイ

アトミック・ブロンド
©2017 COLDEST CITY, LLC.ALL RIGHTS RESERVED.

上映中

潜入・脱出・接近戦を得意とする女
スパイ、ロレーン。世界を揺るがす最
高機密を奪還するため、冷戦末期の
ベルリンへと潜入する。各国のスパイ
に狙われ、真実も嘘も、敵も味方もわ
からない。果たしてロレーンと世界の
運命は―？C・セロンが魅せるスタ
イリッシュ ･ スパイアクション !

2017 / 日本 / 1h53

岡田麿里三木孝浩
生田斗真 / 広瀬すず / 竜星涼 / 森川葵

河原和音

先生！
、、、好きになってもいいですか？

© 河原和音 / 集英社 ©2017 映画「先生！」製作委員会

10/28 -

ちょっと不器用な高校２年の響(ひび
き)が生まれて初めてした恋。その相
手は口ベタだけれど生徒想いな世界
史の先生だった―。生田斗真と広瀬
すずを主演に迎え、少女コミックの名
作を実写化！かつて恋に涙したこと
がある人たちへ贈る、教師と生徒のま
ぶしいほど純粋なラブストーリー！

バリー・シール
アメリカをはめた男

©Universal Pictures

上映中

1970年代、天才パイロットとして活
躍後、CIAからスカウトされ極秘任
務に参加、さらに麻薬の密輸で巨額
の富を得た天才的“運び屋”バリー・
シールの衝撃の実話を映画化。トム・
クルーズがキャリア史上最高のワル
を演じ、スリル、アクション、コメディ
など、エンタメ要素全開で描く！

2017 / アメリカ / 1h55 予定

ダグ・リーマン
トム・クルーズ / ドーナル・グリーソン

リベリアの白い血

2015 / アメリカ / 1h28

福永壮志
ビショップ・ブレイ / ゼノビア・テイラー

©2017 ニコニコフィルム

10/28 - 11/3

西アフリカ・リベリアのゴム農園で過
酷な労働環境の改善を訴えるも果た
せなかった男が、単身渡米する。厳し
い移民の現実に直面しながらも徐々
に都会になじんでいくが…。ニュー
ヨークで活動する福永壮志監督のデ
ビュー長編。移民の日常を鮮烈に描
き、数 の々映画祭で高評価を博した。

タイヨンダイ・ブラクストン

2017 / 日本 / 1h54

安里麻里
山崎賢人/広瀬アリス/本郷奏多/小島藤子

米澤穂信

氷菓
©2017「氷菓」製作委員会

11/3 -

「無駄なことはしたくない」“省エ
ネ主義”がモットーの高校生、折
木奉太郎。ひょんなことから古典
部に入部した奉太郎はそこで出
会った美少女、千反田えると共に
学園に潜む謎を次 と々解き明か

していくのだが…。人気作家・米澤
穂信の青春ミステリー、待望の実写
映画化。

2017 / アメリカ / 1h50

ジェームズ・ポンソルト 
エマ・ワトソン/トム・ハンクス/ジョン・ボイエガ

ザ・サークル
©2017 IN Splitter, L.P. All Rights Reserved.

11/10 -

世界一のSNS 企業：サークル社
に就職したメイは、新サービスのモ
デルケースに抜擢される。超小型
カメラで24時間を公開すること
になり、たちまち1,000 万人のフォ
ロワーを獲得してアイドル的な存

在になっていくが…。SNS社会の未
来と脅威を描くサスペンス・エンター
テインメント。

スイス・アーミー・マン

2016 / アメリカ / 1h37

ダニエル・シャイナート /ダニエル・クワン（ダニエルズ）
ポール・ダノ / ダニエル・ラドクリフ

©2016 Ironworks Productions, LLC.

11/4 - 11/10

遭難して無人島で途方に暮れていた
ハンクは、浜に打ち上げられた死体
からガスが出ていることに気づき、そ
の死体に乗って(!?)島を脱出しよう
と思いつくが…。ダニエル・ラドクリフ
がその「死体」役ということでも話題。
数々の映画賞を受賞している理由を
観て、お確かめください！

パターソン

2016 / アメリカ / 1h58

ジム・ジャームッシュ
アダム・ドライバー/ゴルシフテ・ファラハニ /永瀬正敏

©2016 Inkjet Inc. All Rights Reserved.

11/25 - 12/8

ニュージャージー州パターソンで妻、
愛犬と平穏に暮らすパターソン。彼は
バス運転手であると同時に詩人でも
ある。そんな彼が過ごす何気ない７日
間を優しく、そして瑞 し々く描いたま
るで詩のような映画。インディペンデ
ント界の巨匠ジム・ジャームッシュ監
督の４年ぶりの新作。

2016 / フランス-ドイツ-ベルギー/ 2h11

ポール・ヴァーホーヴェン
イザベル・ユペール / ロラン・ラフィット

エル ELLE

11/18 - 12/8

自宅で覆面の男に襲われたミシェル。
警察を頼らず自分で犯人を捜し始め
るが、周囲の男たち全員が疑わしく
見えてきて…。事件の真相は？そし
て次第に明らかになるミシェルの恐
るべき本性とは!?怪作の巨匠ヴァー
ホーヴェンとイザベル・ユペールが放
つ、危険すぎる官能サイコスリラー!!

©2015 SBS PRODUCTIONS - SBS FILMS- TWENTY TWENTY VISION FILMPRODUKTION - 
FRANCE 2 CINEMA - ENTRE CHIEN ET LOUP

ハイドリヒを撃て！
「ナチの野獣」暗殺作戦

2016 /チェコ-イギリス-フランス/ 2h00

ショーン・エリス
キリアン・マーフィ / ジェイミー・ドーナン

©2016 Project Anth LLC All Rights Reserved.

11/25 - 12/1

第２次大戦下、ユダヤ人大量虐殺を
主導するナチス第３の実力者ラインハ
ルト・ハイドリヒの暗殺が計画される。
ハイドリヒが支配するチェコに潜入し
た暗殺部隊のガブチークとクビシュ
は、レジスタンスと協力しながら襲撃
の機会を窺うが…。壮絶な事件の顛
末を活写した史実サスペンス。

コードギアス
反逆のルルーシュ I  興道

2017 / 日本 / 2h15

谷口悟朗
福山潤 / 櫻井孝宏 / ゆかな / 小清水亜美

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

上映中

2006年にテレビシリーズ第 1 期
を放送し、今でも根強い人気を誇る

『コードギアス』が全 3 章劇場総集
編としてスクリーンに帰ってくる！
どんなことでも相手に命令を遂行さ
せられる絶対の力「ギアス」を得た
ルルーシュ＝「ゼロ」の壮絶な物語
はネクストステージへ突入！！　

ブレードランナー2049
©2017 Sony Pictures Digital Productions Inc. All rights reserved.

10/27 -

リドリー・スコット監督によるSF映画
の金字塔『ブレードランナー』の続編
が遂に登場！『メッセージ』のドゥニ
監督がメガホンを取り、新人ブレード
ランナー “ K ”役に『ラ・ラ・ランド』
のライアン・ゴズリングを起用。2049
年の世界を舞台に、レプリカントとの
新たな闘いが巻き起こる！

2017 / アメリカ / 2h43
ライアン・ゴズリング / ハリソン・フォード
ドゥニ・ヴィルヌーヴ リドリー・スコット

チャルカ
未来を紡ぐ糸車

2016 / 日本 / 1h30
島田恵

11/18 - 11/24

10 万年オーダーの核廃棄物。その地層
処分研究施設がある北海道幌延町や岐
阜県東濃地方、フィンランドのオンカロ、
フランスの処分計画地などを取材。イン
ドの手紡機「チャルカ（糸車）」がはらむ
教訓に、人類が生み出した「核のゴミ」と
いう難題を考えさせる。後世の人類にわ
たしたちはどんな未来を残すべきなのか。

2017 / 日本 / 1h43
中村勘三郎/中村扇雀/中村橋之助/中村錦之助

2016 / アメリカ / 2h07

セオドア・メルフィ 
タラジ・P・ヘンソン/オクタヴィア・スペンサー

ドリーム
©2016 Twentieth Century Fox

11/11 - 11/24

1960年代初頭、アメリカが国の威信
をかけた有人宇宙飛行計画で、地球
周回軌道飛行を成功させたNASAの
歴史的な偉業。そこには、人種差別
などのハードルを乗り越え、多大な貢
献をした知られざるヒロインたちが
いた。夢を追い続け、新たな時代を自
ら切り開いたサクセスストーリー！

マイティ・ソー バトルロイヤル

2017 / アメリカ / 時間未定

タイカ・ワイティティ
クリス・ヘムズワース / トム・ヒドルストン

©Marvel Studios 2017

11/3 -

『マイティ･ソー』シリーズ第３弾。ソー
の前に突如現われた“死の女神”ヘ
ラ。彼女はソーの武器ムジョルニアを
いとも簡単に破壊し、アスガルドへ攻
撃を始めた。ヘラの復讐と野望を知っ
たソーは、盟友ハルク、女戦士ヴァル
キリー、そして宿敵ロキと型破りの
チームを組み極限のバトルに挑む！

2017 / 日本 / 時間未定

久保茂昭 / 中茎強
AKIRA / 青柳翔 /TAKAHIRO / 登坂広臣

HiGH&LOW THE MOVIE３
FINAL MISSION

©2017「HiGH&LOW」製作委員会

11/11 -

九龍グループ総裁が釈放され、苛烈
な反撃にあうSWORD地区。拉致され
た山王連合会のリーダー・コブラを
救出し、カジノ建設計画を阻止するた
め、SWORD各グループはついに団
結して立ち上がる！ドラマティックな群
像劇と圧倒的なスケールでファンを魅
了してきた、劇場版シリーズ最終章！

エルネスト

2017 / 日本 - キューバ / 2h04

阪本順治
オダギリジョー/ホワン・ミゲル・バレロ・アコスタ

©2017 "ERNESTO" FILM PARTNERS.

11/18 - 11/24

日系人のフレディ前村は留学中に
キューバ革命の英雄チェ・ゲバラに出
会い、その思想に魅了される。祖国ボ
リビアの革命支援軍に志願したフレ
ディに、ゲバラは自身のファーストネー
ム「エルネスト」を与えるのだった。
抵抗運動に身を捧げた知られざる生
涯を、阪本順治監督が映画化。

探偵は BAR にいる３

2017 / 日本 / 2h02

古沢良太吉田照幸
大泉洋 / 松田龍平 / 北川景子 / 前田敦子

©2017「探偵は BAR にいる 3」製作委員会

12/1 -

東直己

ススキノを舞台に、大泉洋演じる探
偵と、松田龍平演じる相棒・高田のコ
ンビが活躍する待望のシリーズ第３
弾！失踪した女子大生を調査する二
人は、モデル事務所の美人オーナー
に出会い翻弄される。そこへ裏社会に
通じた大物実業家が立ちはだかり、
予想外の大事件に巻き込まれてゆく。

鋼の錬金術師

2017 / 日本 / 時間未定

荒川弘曽利文彦 
山田涼介/本田翼/ディーン・フジオカ/蓮佛美沙子

©2017 荒川弘／ SQUARE ENIX ©2017 映画「鋼の錬金術師」製作委員会

12/1 -

荒川弘の伝説的コミックが遂に完全
実写映画化！幼い頃、禁断の〈錬金
術〉によって亡き母を生き返らせよう
とし、兄エドは手足を、弟アルは体す
べてを失った。弟の体を元に戻すため
に命をかける兄と、彼を支える心優し
い弟。失った体を取り戻す手がかりを
探すため、壮大な冒険の旅が始まる！

幼な子われらに生まれ

2017 / 日本 / 2h07

三島有紀子
浅野忠信/田中麗奈/宮藤官九郎/寺島しのぶ

©2016「幼な子われらに生まれ」製作委員会

11/25 - 12/1

重松清

バツイチ子持ちで再婚した田中信は、
妻の二人の連れ子とも仲良くやろう
と努力していた。だが、妻の妊娠を機
に長女が本当の父に会いたいと主張
し、信は自暴自棄になっていく。血の
つながりを超えた家族の姿を模索す
る人間たちを、豪華俳優陣のアンサン
ブルで描く人間ドラマ。

荒井晴彦

シネマ歌舞伎 め組の喧嘩
© 篠山紀信

11/25 -

町火消の「め組」鳶頭の辰五郎は、
喧嘩っ早い鳶たちと相撲力士た
ちの小競り合いを収めるが、武家
のお抱えの力士より鳶は格下だと
言い放たれ、怒りを胸の内に押し
殺すも、密かに仕返しを決意する。

「火事と喧嘩は江戸の華」中村勘三
郎が魅せる、江戸の男の生き様をお
見逃しなく！
一般 2,100 円 / 学生・小人 1,500 円

日本と再生
光と風のギガワット作戦

2017 / 日本 / 1h40
河合弘之　　監修  飯田哲也

11/11 - 11/17

全国の原発差止訴訟団弁護団長、映画「日
本と原発」シリーズの監督でもある弁護士
の河合弘之が、ドイツ、米国、中国、北欧な
どを訪れ、自然・再生エネルギーの現状を
取材。その意識は福島原発事故後、飛躍的
に変わった。かんじんの日本では？太陽光
や風、地熱、バイオマスなどクリーンなエネ
ルギーの未来を探る希望にあふれた報告。

前売券 1,000 円発売中（一枚でいずれか一本ご覧になれます）招待券使用不可
主催 : 生活協同組合コープふくしま / きらり健康生活協同組合 / 福島医療生活協同組合

©K プロジェクト

ローガン・ラッキー
©2017 Incarcerated Industries Inc. All Rights Reserved.

11/18 -

不運続きで無職のローガン兄弟
は、爆弾のスペシャリストの囚人
を脱獄させ仲間にし、モーター
レースの最中に売上金を盗もう
と企てるが…。ソダーバーグの映
画監督復帰作は、チャニング・テ

イタムやダニエル・クレイグら豪華
キャストが巻き起こすクライム・エ
ンターテインメント！

2017 / アメリカ / 1h59

スティーブン・ソダーバーグ
チャニング・テイタム/ダニエル・クレイグ 

パーフェクト・レボリューション

2017 / 日本 / 1h57

松本准平
リリー・フランキー / 清野菜名 / 小池栄子

©2017「パーフェクト・レボリューション」製作委員会

11/25 - 12/1

熊篠慶彦

リリー・フランキーと清野菜名の競演
で、「障害者の恋愛と性」を真正面か
ら清 し々く描いたラブストーリー。重
度の身体障害者で、障害者の性につ
いて理解を広める活動に打ち込む男
と、精神に障害を抱えた風俗嬢。恋
に落ちた２人は障害者同士でも幸せ
になれることを証明しようとする。

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


