
虐殺器官
世界の紛争地を飛び回る米軍特殊
部隊のクラヴィス・シェパード大尉に、
謎のアメリカ人の追跡ミッションが下る。
各地で起こる紛争や虐殺の背後には
いつも、その男「ジョン・ポール」の影が
ちらついていた—。2009年に34歳の
若さで亡くなった作家・伊藤計劃の処
女作にして最高傑作が、遂に映像化！

2017 / 日本 / 1h55

©Project Itoh / GENOCIDAL ORGAN

村瀬修功

2/3 - 

伊藤計劃

恋妻家宮本 こいさいかみやもと破門 ふたりのヤクビョーガミ

2017 / 日本 / 1h57

遊川和彦
阿部寛 / 天海祐希 / 菅野美穂 / 富司純子

2017 / 日本 / 2h00

真辺克彦小林聖太郎
佐々木蔵之介 / 横山裕 / 北川景子 / 矢本悠馬

ドント・ブリーズ

2016 / アメリカ / 1h28

フェデ・アルバレス
ステファン・ラング / ジェーン・レヴィ

©2017「恋妻家宮本」製作委員会©2017「破門 ふたりのヤクビョーガミ」製作委員会

上映中上映中

上映中

重松清黒川博行

サム・ライミ

子どもが独り立ちし、久々に二人きりに
なった宮本夫婦。ある日、夫は妻が隠し
ていた離婚届を見つけてしまう…。「家
政婦のミタ」をはじめ、数 の々話題作を
手がけた脚本家 ･遊川和彦が満を持
しての映画監督デビュー。妻に恋する
“ 恋妻家 ”という造語を作り、原作を
大胆に脚色した大人の夫婦の物語。

強面ヤクザの桑原と口だけ達者な建
設コンサルタントの二宮は、持ち逃げ
された映画製作資金を回収するため
に関西、マカオを奔走。追っていただ
けのはずが、なぜか組同士の大トラ
ブルへ発展！生き残りをかけた大勝
負に出ることに！直木賞受賞作、黒
川博行の「破門」が待望の映画化！

強盗目的で盲目の老人の屋敷に忍
び込んだ若者たち。簡単に金を奪っ
て逃げられるはずだった。しかし老人
はどんな物音も聴き逃さない超人的
な聴覚を持ち、侵入者を容赦なく惨
殺する殺人鬼だった！製作サム・ライ
ミが放つ、まさに息もできない緊張感
の未体験ショッキング・スリラー !!

中村悠一 / 三上哲 / 石川界人 / 梶裕貴

2017 / 日本 / 2h13

園子温 アクション監督：谷垣健治
綾野剛 / 浅野忠信 / 伊勢谷友介 / 深水元基

2016 / アメリカ / 2h42

マーティン・スコセッシ
アンドリュー・ガーフィールド / リーアム・ニーソン

モアナと伝説の海

2016 / アメリカ / 1h47

ジョン・マスカー / ロン・クレメンツ 
アウリー・クラバーリョ / ドウェイン・ジョンソン

沈黙  - サイレンス -

©2016 Disney. All Rights Reserved.

©2016 MGM and CPII. THE MAGNIFICENT SEVEN ™ MGM. All Rights Reserved.

上映中

3/10 -

遠藤周作

17世紀の日本。キリスト教が禁じられ
たため棄教したとされる師を訪ねて、
２人の若き宣教師が日本にやってき
た。厳しい弾圧に耐えながら自らの
信仰心と向き合っていく彼らを通し、
人間の弱さ、そして大切なものは何か
を描く。遠藤周作の「沈黙」をスコ
セッシ監督が28年かけて映画化。

新宿スワンⅡ
©2017「新宿スワン II」製作委員会

上映中

スカウト会社・新宿バーストの龍彦
（綾野剛）は、新たに勢力を拡大す
るため横浜へと送り込まれる。しかし
そこは、警察やヤクザとも繋がる最強
の敵、横浜ウィザードのタキ（浅野忠
信）による難攻不落の王国だった。
歌舞伎町を舞台にした人気コミック
原作、大ヒット映画シリーズ第二弾！

マグニフィセント・セブン

2016 / アメリカ / 2h13

アントワン・フークア
デンゼル・ワシントン / クリス・プラット

上映中

悪徳実業家に街を支配され苦しん
でいた住民たちは、この状況を抜け
出そうと、荒くれ者やガンマンなど７人
の男たちを雇うことに。金目的でやっ
てきた７人だったが、やがて彼らの心
に変化が表れて…。『七人の侍』『荒
野の七人』の魂を受け継ぎ、豪華
キャストで蘇ったアクション超大作。

ドクター・ストレンジ
©2016 MARVEL ©2016 FM Films, LLC. All Rights Reserved.

上映中

マーベル最新作は史上最もミステリ
アスなヒーロー！不慮の事故で両手
の機能を奪われた天才外科医の男
が、失った栄光を取り戻すため、時間
と空間の概念を超えた “ 魔術 ” の
世界に足を踏み入れる。注目の俳優
ベネディクト・カンバーバッチ主 演
で贈るファンタジック・アクション！

2016 / アメリカ / 1h55

スコット・デリクソン
ベネディクト・カンバーバッチ / レイチェル・マクアダムス

2017 / 日本 / 時間不明

川原礫伊藤智彦
松岡禎丞 / 戸松遥 / 伊藤かな恵 / 竹達彩奈

一週間フレンズ。

2017 / 日本 / 2h00

泉澤陽子村上正典
川口春奈 / 山﨑賢人 / 松尾太陽 / 上杉柊平

トリプル X : 再起動

©2016 川原 礫／ KADOKAWA　アスキー・メディアワークス刊／ SAO MOVIE Project©2017 葉月抹茶／スクウェアエニックス・映画「一週間フレンズ。」製作委員会

©2016 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

2/18 - 2/18 - 

2/24 -

2017 / 日本 / 時間未定

高橋敦史
水田わさび / 大原めぐみ / かかずゆみ / 浅田舞 / 織田信成

© 藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2017

3/4 -

葉月抹茶

藤子・F・不二雄

高校２年の祐樹は、惹かれていた同
級生の香織に声をかけるが、彼女に
は “７日間しか記憶がもたない ”という
障害があった。それでも交換日記を始
めた２人の距離は少しずつ縮まってい
くが、香織の過去を知る転入生が現
れて…。大人気コミックを実写化した、
純度 200％のピュア・ラブストーリー！

2022年。仮想世界に閉じ込められた
少年キリトは、仲間とともに戦い、現実
世界への帰還を果たした。それから４
年。拡張現実を広げる最先端マシンが
発売され、専用ゲームよって爆発的に
広がるが…。大人気小説を、原作者自
らが書き下ろした完全新作ストーリー
で映画化。再び、英雄が立ち上がる！

2017年の映画ドラえもんは、氷に包
まれた神秘の世界「南極」が舞台！
巨大な氷山から氷漬けになっている
不思議なリングを見つけたのび太た
ち。その正体を探していく中で、南極
の下に閉ざされた巨大都市遺跡を発
見するのだが…。S（すこし）・F（ふ
しぎ）が満載のシリーズ 37作目！

映画 ドラえもん
のび太の南極カチコチ大冒険

劇場版 ソードアート・オンライン
オーディナル・スケール

好きになるその瞬間を。
告白実行委員会

2016 / 日本 / 1h03

柳沢テツヤ
麻倉もも / 花江夏樹 / 代永翼 / 細谷佳正

©HoneyWorksMovie

2/25 - 3/10

HoneyWorks

雛は中学の先輩・恋雪に惹かれ、同じ
高校に進学するために猛勉強！なん
とか合格するが、さえない人扱いだっ
たはずの先輩は、休み明けにイメチェ
ンをしたことでモテ始めていた ! それ
は片思いの相手のための変身だと気
づいた雛は「告白」を決意するが…。
一般・大学生 1,300 円／高校生以下 1,000 円

ヒッチコック／トリュフォー

2015 / アメリカ - フランス / 1h20

ケント・ジョーンズ
マーティン・スコセッシ / 黒沢清

Photos by Philippe Halsman/Magnum Photos
©COHEN MEDIA GROUP/ARTLINE FILMS/ARTE FRANCE 2015 ALL RIGHTS RESERVED.

2/18 - 2/24

「映画の教科書」として読み継がれ
ているトリュフォーによるヒッチコック
へのインタビューに基づく「映画術 
ヒッチコック/トリュフォー」。その貴
重な音声と写真、そして彼らの友情
を映し出す。加えて現代の 10人の
映画監督たちがいかに影響を受け
てきたかを語るドキュメンタリー。

MILES AHEAD
マイルス・デイヴィス 空白の５年間

3/4 - 3/17

常に前進し、新たな音楽を生み出し
続けたジャズの帝王マイルス・デイ
ヴィスにも、表舞台から姿を消した時
期があった。主 演・監督・脚本・製
作を務めたドン・チードルが、史実と
想像を織り交ぜながらマイルスの空
白の５年間に迫る。超一流ミュージ
シャンが集ったライブシーンも必見！

2015 / アメリカ / 1h41
ユアン・マクレガー/エマヤツィ・コーリナルディ

ドン・チードル

ミス・シェパードをお手本に

2015 / イギリス / 1h44

ニコラス・ハイトナー
マギー・スミス / アレックス・ジェニングス

©2015 Van Productions Limited, British Broadcasting Corporation and TriStar Pictures,Inc. 
All Rights Reserved.

2/18 - 2/24

自由気ままな車上生活を送る風変わ
りな老婦人、ミス・シェパード。路上
駐車を見かねた劇作家のベネットが
自宅の駐車場を提供したことから、２
人の奇妙な共同生活が始まるが…。
高飛車で偏屈だけど不思議な魅力
にあふれたレディを、大女優マギー・
スミスが茶目っ気たっぷりに演じる。

１４の夜

2016 / 日本 / 1h54

足立紳
犬飼直紀 / 濱田マリ / 門脇麦 / 光石研

©2016「14 の夜」製作委員会

2/11 - 2/17

1987年の田舎町。カッコ悪い父親、
鬱陶しいヤンキー、気になる巨乳の
幼なじみ…そんな悶 と々した日 を々送
る中学生のタカシと仲間たちは、町の
レンタルビデオ屋にAV女優がサイン
会でやってくるという噂を聞きつける。
呆れる程に馬鹿でガムシャラにつき
進む14歳の、愛すべき“ 性春賛歌 ”。

僕らのごはんは明日で待ってる

2017 / 日本 / 1h49

市井昌秀
中島裕翔 / 新木優子 / 美山加恋 / 岡山天音

©2017「僕らのごはんは明日で待ってる」製作委員会

2/18 - 3/3

瀬尾まいこのロングセラー恋愛小説が
映画化。ネガティブな亮太と超ポジ
ティブな小春。性格は正反対だが惹
かれ合っていく二人を、高校から社会
人までの７年間を通して描いた青春
ラブストーリー。温かな感動が待つ
原作の魅力をそのままに、映画版で
は新たなエンディングが待ち受ける。

ジャスティン・カーゼル
マイケル・ファスベンダー / マリオン・コティヤール

©2016 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved

3/3 -

全世界で圧倒的な人気を誇るゲー
ムが映画化！記憶を失った死刑囚の
男が、遺伝子操作によって祖先のア
サシン（暗殺者）としての記憶を追体
験し、ルネサンス期のスペインでテン
プル騎士団に立ち向かう！現在と過
去を行き来して描かれる、数 世紀に
わたる壮大なミステリーアクション！

アサシン クリード

2016 / イギリス - フランス - アメリカ 他 / 1h55

生まれつき海を愛する船乗りの勇敢
な少女、モアナ。幼い頃の“ある体験”
をきっかけに海に選ばれた彼女は伝
説の島を見つけてくれるよう一族か
ら頼まれ、旅に出ます。それは想像
できない神秘に満ちた冒険の始まり
でした。ディズニー最新作は南の島
を舞台に贈る感動のファンタジー。

しまじろうとにじのオアシス

2017 / 日本 /1h00

平林勇
南央美 / 高橋美紀 / 山崎たくみ

©Benesse Corporation 2017

3/10 -　

砂漠にやってきたしまじろうたち。そこ
で元気な女の子ココと出会い、はぐ
れてしまったお母さんを一緒に探す
ことになります。上映中は照明を明る
めで途中休憩を挟み、小さなお子
様の映画館デビューを応援します。
歌やダンスを楽しみながらしまじろう
たちと冒険の旅に出発しましょう。

2016 / 韓国 / 1h52
リュ・スンボム / イ・ウォングン / イ・ウヌ

©2016 KIM Ki-duk Film. All Rights Reserved.

2/25 - 3/3

舟が故障し国境を越えてしまった北
朝鮮の漁師チョルは、スパイ容疑で
韓国の警察に拘束されてしまう。非
情な取り調べを耐え抜くが、さらなる
苛酷な運命に翻弄されていき…。朝
鮮半島の分断がもたらした悲哀と、
そこから生まれた現代社会の闇を直
視するキム・ギドク監督渾身の１本。

The NET 網に囚われた男

キム・ギドク

きょうのキラ君

2017 / 日本 / 1h49

中川千英子川村泰祐
中川大志 / 飯豊まりえ / 葉山奨之 / 平祐奈

©2017「きょうのキラ君」製作委員会

2/25 -

みきもと凜

クラスの人気者キラに恋をしたニノ。
でも彼女は他人と関わることが苦手
だった。しかし、彼の重 大な秘 密を
知ってしまい、それがきっかけで距離
を縮めていく２人。初めての恋にとま
どいながらも、キラを笑顔にするため
奮闘するニノ。彼 女の初 恋の結 末
は…？大ヒットコミック待望の映画化！

2015 / イギリス / 1h42

ギャヴィン・フッド
ヘレン・ミレン / アーロン・ポール

©eOne Films (EITS) Limited

3/4 - 3/10

現代の戦争は会議室で起きている―。
英米の遠隔操作ドローンを駆使した
テロリスト殺害作戦で、民間人が巻
き添えに遭う可能性が浮上。現地か
ら数万キロ離れた指揮官たちはミサ
イル発射を強行しようとするが…。
知られざる戦争の実態を暴き、鋭くモ
ラルを問う衝撃の軍事サスペンス。

アイ・イン・ザ・スカイ
世界一安全な戦場

2017 / アメリカ / 時間未定

D・J・カルーソ
ヴィン・ディーゼル / ドニー・イェン 

型破りな極秘エージェントの活躍を
描くシリーズ第３作！危険分子の
手に渡った軍事衛星装置を奪還す
るため、エクストリーム・スポーツの
達人ザンダー・ケイジが新たなチー
ム“トリプル X”を率いて暴れまくる！
第１作で主演を務めたヴィン・ディー
ゼルがファン待望のカムバック！

君と100 回目の恋

2017 / 日本 / 1h56

大島里美月川翔

©2017「君と 100 回目の恋」製作委員会

miwa/ 坂口健太郎 / 竜星涼 / 真野恵里菜

2/4 - 

ライブの帰りに事故に遭った葵海は、
気がつくと一週間前にいた。時間を
遡る能力を持つ幼馴染みの陸が、彼
女の運命を変えようと何度も時を戻し
ていたのだ。互いの思いを確認した二
人は恋人として幸せな時間を過ごす
が…。主演のmiwa が物語の鍵とな
る曲を描き下ろした純愛ストーリー。

ブルーに生まれついて

2015 / アメリカ - カナダ - イギリス/ 1h37
イーサン・ホーク/カルメン・イジョゴ

©2015 BTB Blue Productions Ltd / BTBB Productions SPV Limited. ALL RIGHTS 
RESERVED.

2/25 - 3/3

ロバート・バドロー

1950年代、黒人アーティストが主流
のジャズ界で一世を風靡したチェッ
ト・ベイカー。麻薬に溺れどん底ま
で転落するも、一人の女性と出会い
再生への道を歩み出す。比類なき
哀切の響きで聴衆を魅了したトラン
ペット奏 者に新たな息吹を与えた
イーサン・ホーク入魂の演技は必見！

素晴らしきかな、人生

2016 / アメリカ / 1h34

デビッド・フランケル
ウィル・スミス / エドワード・ノートン

©2016 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., VILLAGE ROADSHOW FILMS NORTH 
AMERICA INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT, LLC

2/25 -

６歳の娘を亡くし、人生どん底の男
ハワード。そんな彼を救ったのは、
突然現れた３人の奇妙な舞台俳優
だった―。彼らが教えてくれた、悲
しみを乗り越える「ヒント」とは…？

『プラダを着た悪魔』の監督最新
作にアカデミー賞俳優が集結！この
冬、愛が見つかるギフトをあなたに。

エヴォリューション

2015 / フランス - スペイン - ベルギー / 1h21
マックス・ブラバン / ロクサーヌ・デュラン

©LES FILMS DU WORSO ・ NOODLES PRODUCTION ・ VOLCANO FILMS ・ EVO FILMS A.I.E. 
・ SCOPE PICTURES ・ LEFT FIELD VENTURES / DEPOT LEGAL 2015

2/18 - 2/24

少年と女性だけが暮らす孤島。そこ
では少年たちがある“ 医療行為 ” を
施されていた。この謎めいた島に隠さ
れた秘密とは…。『エコール』の監督
が、閉ざされた世界に生きる少年たち
の奇妙な運命を描いたミステリアス・
ストーリー。静謐な映像美が悪い夢
のような物語の狂気を増幅する。

ルシール・アザリロヴィック

サバイバルファミリー
©2017 フジテレビジョン　東宝　電通　アルタミラピクチャーズ

2/11 -

2017 / 日本 / 1h57
小日向文世 / 深津絵里 / 泉澤祐希 / 葵わかな

矢口史靖

ある日突然電化製品が使えなく
なってしまった！それどころか電車
や自動車、ガスに水道まで…。そ
こで鈴木家の父、義之は、都市
機能が停止してしまった東京から
脱出することを決意！普段の生活

は電化製品に頼りきり。野宿なんて
したこともない鈴木家の運命は…？
矢口史靖監督待望の最新作！

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


