
フィフティ・シェイズ・ダーカー

2017 / アメリカ / 1h58

ジェームズ・フォーリー
ダコタ・ジョンソン / ジェイミー・ドーナン

©2017 UNIVERSAL STUDIOS

上映中 - 9/8

恋愛未経験の女子大生アナが若き
大富豪グレイに見初められ、倒錯し
た恋愛に溺れる様を描いた前作。今
作は、愛を受け止めきれずに去った
アナをグレイが追う。アナが出した

〈新たな条件〉の下、関係を修復した
かに見えた２人だったが、ある人物に
よりグレイの驚愕の過去が暴かれ…。

ゴールド 金塊の行方

2017 / アメリカ / 2h01

スティーヴン・ギャガン
マシュー・マコノヒー/エドガー・ラミレス

©2017 Sony Pictures Entertainment (Japan) Inc. All rights reserved.

上映中 - 9/8

1988 年、アメリカ。ビジネスで失敗続
きのケニーは鉱山ビジネスに目を付
け、謎めいた地質学者マイクと手を組
む。そしてインドネシアの奥深いジャ
ングルで史上最大の金鉱脈を発見す
るのだが…。名優マシュー・マコノヒー
が製作＆主演を務め、体重18kg 増
量で挑んだ実話に基づく意欲作！

人生タクシー

2015 / イラン / 1h22

©2015 Jafar Panahi Productions

上映中 - 9/1

ジャファル・パナヒ  

反体制的な活動を理由に、20年間の
映画製作禁止令を受けているイラン
の名匠ジャファル・パナヒ監督最新
作。監督自らタクシー運転手に扮し、
車内のカメラで乗客たちの人生模様
を描き出した。理不尽な怒りをユーモ
アに昇華し、イラン社会のいまに迫る。

第 65 回ベルリン国際映画祭
金熊賞 受賞

パーソナル・ショッパー

2016 / フランス / 1h45

オリヴィエ・アサイヤス
クリステン・スチュワート/ラース・アイディンガー

9/2 - 9/8

パリのファッション界。多忙なセレブ
の代行で服やアクセサリーを買い付
ける“パーソナル・ショッパー” の女に
謎のメールが届き、それ以来次 と々不
可解な出来事が起き始める。『アクト
レス』の監督アサイヤス×主演クリス
テンによる魅惑のサイコ・ミステリー。

©2016 CG Cinema – VORTEX SUTRA – DETAILFILM – SIRENA FILM – 
ARTE France CINEMA – ARTE Deutschland / WDR

第 69 回カンヌ国際映画祭
監督賞 受賞

八重子のハミング
©Team「八重子のハミング」

9/2 - 9/8

山口県萩市に暮らす石崎誠吾・八
重子夫婦。誠吾は家族の支えにより、
４度にわたる癌の手術から生還する。
しかしその後に待っていたのは妻・
八重子の認知症の発症だった。誠吾
は、徐 に々記憶を失っていく妻を介護
することになるのだが…。実話に基
づく、とある夫婦の深い愛の物語。

2016 / 日本 / 1h52

佐々部清 
升毅 / 高橋洋子 / 文音 / 中村優一 / 安倍萌生

陽信孝

新感染 ファイナル・エクスプレス

2016 / 韓国 / 1h58

ヨン・サンホ 
コン・ユ/チョン・ユミ/マ・ドンソク/キム・スアン

9/1 -

韓国アニメに革命を起こした新鋭ヨ
ン・サンホ監督の初実写長編作品。
時速300㎞で走り続ける高速鉄道で
突如発生した謎のウイルス感染。終着
駅までの２時間、車内でゾンビと化し
た感染者と残された乗客との生死を
かけた戦いが始まるー。韓国製ノンス
トップ・サバイバルムービー！！

©2016 NEXT ENTERTAINMENT WORLD & REDPETER FILM. All Rights Reserved.

トリガール！

2017 / 日本 / 1h38

英勉
土屋太鳳/間宮祥太朗/高杉真宙/池田エライザ

©2017「トリガール！」製作委員会

9/1 -

中村航

毎年琵琶湖で開催される「鳥人間コ
ンテスト」に全てを懸ける大学生を
描いた中村航の人気小説が映画化！

『ヒロイン失格』の監督のもと、主演
の土屋太鳳が“毒舌”を武器に新境
地に挑戦！漕いで、叫んで、ガンを飛
ばし、最高の熱量で撮影された空飛
ぶ青春エンターテインメント！！

スキップ・トレース

2016 / アメリカ - 中国 - 香港 / 1h47

レニー・ハーリン
ジョニー・ノックスビル/ファン・ビンビン

9/1 -

ジャッキー・チェン

香港の刑事ベニーはアメリカ人詐欺
師のコナーを追って単身ロシアへ乗
り込む。逮捕したのも束の間、なぜか
様々な組織に追われる羽目に ! 厄介
者のコナーに怒り心頭のベニー。相
性最悪コンビの大逃亡の行方は!?
ジャッキーが20年以上温めてきた企
画を『ダイ・ハード２』の監督が映画化！

©2015 TALENT INTERNATIONAL FILM CO., LTD. & DASYM ENTERTAINMENT, 
LLC ALL RIGHTS RESERVED

散歩する侵略者
©2017「散歩する侵略者」製作委員会

9/9 -

行方不明だった夫が侵略者に
乗っ取られて帰ってきた。平凡に
思えた日常は、ある日を境に想像
もし得ない非日常へと足を踏み入
れていく…。カンヌ映画祭の「あ
る視点」部門で監督賞を受賞し

た黒沢清による新感覚エンタテイン
メント。あなたの隣人は本当にあなた
の知るその人ですか？

エイリアン：コヴェナント
©2017 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved

9/15 -

ダンケルク
©2017 Warner Bros. All Rights Reserved.

9/9 -

2017 / アメリカ / 1h46

クリストファー・ノーラン
トム・ハーディ / キリアン・マーフィー

ノーランが実話に挑む！上映開始
とともに動き出す時計の針のカウ
ントダウン。陸海空それぞれの異
なる時間軸の出来事が、一つの物
語として同時進行。「ダンケルクの
戦い」をこれまでの戦争映画の常

識を覆す、新たな映像体験として突
きつける！絶体絶命の地に追い詰め
られた若者たち。残り時間わずか。

大規模な宇宙への移住計画のた
め、地球を旅立った移住船コヴェ
ナント号に大事故が発生。奇妙な
電波を受信したクルーは、発信元
の地球に似た謎の惑星に不時着。
しかし“宇宙の楽園”のように思

われたこの惑星には、あの凶暴な生
命体エイリアンをめぐる恐るべき秘
密が隠されていた…。

奥田民生になりたいボーイと
出会う男すべて狂わせるガール

©2017「奥田民生になりたいボーイと出会う男すべて狂わせるガール」製作委員会

9/16 -

“力まないカッコいい大人”＝奥田
民生に憧れる雑誌編集者のコー
ロキ。美人ファッションプレスの
あかりに一目惚れしたことから、
彼の抱腹絶倒にして受難の日々
が始まる！一癖も二癖もありまく

る登場人物たちと、全編を通し流れ
る珠玉の民生ナンバーに彩られる
二人の恋の行方は！？

イップ・マン 継承

2015 / 中国 - 香港 / 1h45

ウィルソン・イップ/アクション監督： ユエン・ウーピン
ドニー・イェン/リン・ホン/マイク・タイソン

©2015 Pegasus Motion Pictures (Hong Kong) Ltd. All Rights Reserved.

9/9 - 9/15

1950年代末の香港は、強引な開発
を進める悪徳不動産業者が蔓延っ
ていた。ブルース・リーの師匠でもあ
る詠春拳の武術家イップ・マンは不
正を見逃せず立ち向かうのだが…。
ドニー・イェンによる美しいアクショ
ンはもちろん、深い感動をもたらす
人間愛のドラマとしても見逃せない！

2017 / アメリカ / 2h02

リドリー・スコット
マイケル・ファスベンダー/キャサリン・ウォーターストン

怪物はささやく

2016 / アメリカ - スペイン / 1h49

J・A・バヨナ
ルイス・マクドゥーガル / シガニー・ウィーバー

9/9 - 9/15

パトリック・ネス

難病の母と暮らす少年コナーのもと
に怪物が現れる。３つの物語を聞かせ
る代わりに、真実を語れというのだ。
怪物の紡ぐ寓話的で幻想に満ちた
物語は、コナーの秘めた衝動を突き
動かしてゆく。イギリスの傑作児童
文学を『パンズ・ラビリンス』の製作
陣が映画化した葛藤と赦しの物語。

©2016 APACHES ENTERTAINMENT, SL; TELECINCO CINEMA, SLU; A MONSTER CALLS, 
AIE; PELICULAS LA TRINI, SLU.All rights reserved.

交響詩篇エウレカセブン
ハイエボリューション 1

2017 / 日本 / 1h33

清水久敏京田知己
三瓶由布子/名塚佳織/辻谷耕史/森川智之

©2017 BONES Project EUREKA MOVIE

9/16 -

2005年に放送され、多くの共感を呼ん
だアニメ『交響詩篇エウレカセブン』
が、台詞、映像を再構築し、劇場３部
作として始動！新たに描かれる物語
の発端「ファースト・サマー・オブ・
ラブ」。そして、少年レントンと少女エ
ウレカの出会いから、人類と異種知性
体スカブコーラルの未来が始まる。

佐藤大

結婚

2017 / 日本 / 1h58

尾崎将也西谷真一
ディーン・フジオカ/柊子/中村映里子/松本若菜

©2017「結婚」製作委員会

9/16 - 9/22

井上荒野

「結婚しよう」夢のような言葉のはず
が、彼にとってはそれが別れの言葉
だった。結婚詐欺師を生業とする古
海は、端正な顔立ちと甘い言葉で女
性を騙し、金を奪い続けていた。しか
し実生活では愛する妻と幸せに暮ら
していて…。彼が抱える“秘密”とは？
ディーン・フジオカ主演最新作。

ナミヤ雑貨店の奇蹟

2017 / 日本 / 2h09

東野圭吾廣木隆一
山田涼介/西田敏行/尾野真千子/村上虹郎

©2017「ナミヤ雑貨店の奇蹟」製作委員会

9/23 -

東野圭吾作品史上、最も泣ける感動
作が映画化！一軒の廃屋「ナミヤ雑貨
店」に忍び込んだ幼馴染の青年３人
のもとに、32年前に書かれた悩み相
談の手紙が届く。彼らは戸惑いながら
も、当時の店主に代わり返事を書くこ
とに。隠された繋がりが明らかになる
時、感動と衝撃のラストが待ち受ける。

レゴ® ニンジャゴー 
ザ・ムービー

2017 / アメリカ / 時間未定

チャーリー・ビーン 
山寺宏一 / 沢城みゆき / 出川哲朗

©2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED.

9/30 -

世界中に吹き荒れるレゴ旋風の中、
あの超人気アニメが映画になった！
平和な街に現れた最強の敵・ガーマ
ドンを倒すべく集まったのは、やる気
満々だけど修行不足な６人のニン
ジャたち。新型メカとそれぞれの必
殺技を駆使し、力を合わせて悪に立
ち向かう！さあ出番だ、ヒーローたち！

亜人

2017 / 日本 / 1h49

本広克行
佐藤健 / 玉山鉄二 / 城田優 / 綾野剛

©2017 映画「亜人」製作委員会 ©桜井画門／講談社

9/30 -

桜井画門

【亜人】…それは絶対に死なない、姿
形は人間と変わらない新人類。研修
医の永井圭は交通事故により亜人と
判明し、亜人VS国家、亜人VS亜人
との戦いに巻き込まれてゆく…。本
広克行監督×佐藤健×『るろうに剣
心』アクションチームが魅せる亜人
達のエンドレス･リピート･バトル！

20センチュリー・ウーマン

2016 / アメリカ / 1h59

マイク・ミルズ
アネット・ベニング / エル・ファニング

©2016 MODERN PEOPLE, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

9/30  - 10/6

『人生はビギナーズ』で自身の父親を
題材に描いたマイク・ミルズ監督が、
今度描くのは母親。1979年の西海岸。
思春期を迎える息子ジェミーの教育に
悩んでいたシングルマザーのドロシア
は、友人らに助けを求めることにするの
だが…。彼らの特別なひと夏の物語。

第 89 回アカデミー賞
脚本賞 ノミネート

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

9/23 - 9/29

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

NEWシネマ歌舞伎 四谷怪談

2017 / 日本 / 1h58

串田和美
中村獅童/中村勘九郎/中村七之助/中村扇雀

©明緒

9/30 -

鶴屋南北の『東海道四谷怪談』を新
解釈で再構築した人気演目がシネマ
歌舞伎に。伊右衛門や直助権兵衛ら、
欲望のままに生きる男たちに翻弄さ
れる、お袖やお岩ら女の哀しき運命の
物語。現代と江戸時代が激しく交差
し、人間の欲や弱さ、恐ろしさを描く。
一般 2,100 円／学生・小人 1,500 円

2017 / 日本 / 1h40

大根仁
妻夫木聡/水原希子/新井浩文/リリー・フランキー

スクランブル

2017 / フランス - アメリカ / 1h34

アントニオ・ネグレ 
スコット・イーストウッド/フレディ・ソープ

9/22 -

高級クラシックカー専門強盗団、フォ
スター兄弟。彼らは62年型フェラー
リ250GTOを1週間で盗むよう命じ
られるが、持ち主と依頼人は敵対す
る凶悪マフィアだった―。『96時間』

『ワイルド・スピード』製作陣による、
盗みのプロ達の計画が交錯≪スクラ
ンブル≫する最新作！

©2016 OVERDRIVE PRODUCTIONS –KINOLOGY– TF1 FILMS PRODUCTION 
–NEXUS FACTORY

2017 / 日本 / 2h09

黒沢清 
長澤まさみ/松田龍平/高杉真宙/長谷川博己

田中幸子 前川知大

鶴屋南北

あさひなぐ

2017 / 日本 / 1h45

英勉
西野七瀬/桜井玲香/松村沙友理/白石麻衣

©2017 映画「あさひなぐ」製作委員会 ©2011 こざき亜衣／小学館

9/22 -

こざき亜衣

春、二ツ坂高校へ入学した東島旭は、
１つ先輩のなぎなた部のエース・宮路
真春に憧れ、入部を決意。部活動をス
タートしたが、稽古は過酷そのもの！や
がて地獄のような夏合宿を経て挑んだ
秋の大会で、二ツ坂にとってまさかの
出来事が―。最弱の初心者が最強のラ
イバルに挑む ! 笑って泣ける青春物語。

渋谷直角

映画 山田孝之３D

2017 / 日本 / 1h17

松江哲明/山下敦弘
山田孝之/芦田愛菜

©2017「映画　山田孝之」製作委員会

9/2 - 9/15

カメラを前に男は語り出す。自身の過
去、現在、そして未来を。その男の名
は山田孝之。ドキュメンタリードラマ
をきっかけに制作された本作は、山
田の脳内を体感できる唯一無二の
３D映画。摩訶不思議な山田の世界
に我々は何を見るのか？全人類に
告ぐ！これが山田孝之のすべてだ！

僕のワンダフル・ライフ

2017 / アメリカ / 1h40

ラッセ・ハルストレム 
ブリット・ロバートソン/ K・J・アパ/デニス・クエイド

©2017 Storyteller Distribution Co., LLC and Walden Media, LLC

9/29 -

飼い主イーサンへの想いから生まれ
変わりを繰り返し、再び彼の元へと辿
り着く飼い犬ベイリーの物語。注目は
この２人の物語だけではなく、生ま
れ変わった犬と、その飼い主それぞ
れの人生も丁寧に描かれていること。
名手Ｒ・ハルストレムによる、犬と人
との感動のオムニバス・ドラマ。

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


