
2018 / 日本 / 1h58

瀧本智行
岩田剛典 / 斎藤工 / 山本美月 / 浅見れいな

中村文則

去年の冬、きみと別れ
©2018 映画「去年の冬、きみと別れ」製作委員会

上映中

結婚を間近に控えた新進気鋭のルポ
ライター耶雲恭介は、盲目の美女が
巻き込まれた謎の焼死事件を追い、
その容疑者の天才写真家・木原坂雄
大に出会う。彼の写真も、周囲の人間
も何かがおかしい…。事件の真相に
近づくにつれ、耶雲は抜けることので
きない深みに飲み込まれていき…。

2018 / アメリカ / 1h58

ローアル・ユートハウグ 
アリシア・ヴィキャンデル/ドミニク・ウェスト

トゥームレイダー
ファースト・ミッション

上映中

冒険家だった父が遺した使命を果た
すべく、ララ・クロフトは幾重にも仕
掛けられた罠、次々に降りかかる謎
を解き、誰よりも早く“ 幻の秘宝”に
辿り着くことが出来るのか！？強く、た
くましく、美しい主人公にアカデミー
賞女優Ａ・ヴィキャンデルを迎え、世
界的人気ゲームが再映画化。

©2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND METRO-GOLDWYN-MAYER
PICTURES INC.

曇天に笑う

2018 / 日本 / 1h34

本広克行
福士蒼汰 / 中山優馬 / 古川雄輝 / 東山紀之

©映画「曇天に笑う」製作委員会 ©唐々煙／マッグガーデン

上映中

唐々煙

｢どんな時でも笑っていられる強い男に
なれ !｣が信条のお調子者、曇天火。曇
３兄弟の長男にして曇神社14代当主
であり、最強の男として村を守っていた。
300年に1度の伝説のオロチ（大蛇）
復活がささやかれる中、明治政府転
覆を目論む大闘争に巻き込まれてしま
い…。運命に挑む男たちの胸熱ドラマ。

ボス・ベイビー

2017 / アメリカ / 1h37

トム・マクグラス
ムロツヨシ/芳根京子/宮野真守/山寺宏一

©2017 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.

上映中

7 歳のティムの家に新しい家族がやっ
てきた！でもスーツを着てブリーフ
ケースを持ったおっさん臭い赤ちゃ
んなんておかしいよね？それもそのは
ず、彼は特殊な任務を受けたスペシャ
ルな赤ちゃん＝ボス・ベイビーで…！？
この春、普通じゃない赤ちゃんが日本
中に笑いと感動をお届けします！

レッド・スパロー

2017 / アメリカ / 2h20

フランシス・ローレンス 
ジェニファー・ローレンス / ジョエル・エドガートン

©2018Twentieth Century Fox Film Corporation

3/30 -

事故でバレリーナの夢を諦めたドミニ
カは、ロシア政府が密かに組織した、
美貌や心理操作によって情報を盗み
出す女スパイ＝スパローとなった。新
たな任務は、ロシアの秘密を探って
いるＣＩＡ捜査官に近づくことだった
が…。欲望・策略・裏切りが渦巻く
予測不能のスパイ・アクション！

犬猿

2018 / 日本 / 1h43

𠮷田恵輔
窪田正孝 / 新井浩文 / 江上敬子 / 筧美和子

©2018「犬猿」製作委員会

上映中 - 4/5

堅物な弟・和成と、刑務所帰りの凶
暴な兄・卓司。頭が良くて仕事もでき
るが太っている姉・由利亜と、頭は悪
いけど美人でスタイル抜群の妹・真
子。この不仲な兄弟×姉妹が出会い、
事態はより複雑に絡み合っていき…。
一番身近な天敵ゆえに感情大爆発！
愛憎渦巻く新感覚の人間ドラマ。

2018 / 日本 / 2h06

滝田洋二郎
吉永小百合 / 堺雅人 / 篠原涼子 / 佐藤浩市

北の桜守
©2018「北の桜守」製作委員会

上映中

1945年、ソ連軍の侵攻により樺太か
ら網走に逃げ延びた江蓮てつは、女
手一つで幼い息子たちを育て上げた。
時が経ち、アメリカで成功を収めた次
男が帰国する。年老いた母の姿に、と
もに札幌で暮らそうと提案するが…。
30年にわたる親子の軌跡を、吉永小
百合主演で描く人間ドラマ。

ロング，ロングバケーション

2017 / イタリア / 1h52

パオロ・ヴィルズィ
ヘレン・ミレン / ドナルド・サザーランド

©2017 Indiana Production S.P.A.

上映中 - 4/5

元文学教師でアルツハイマー進行中
のジョンと、末期がんの妻エラの結婚
生活は半世紀を過ぎていた。子供た
ちが独立した今、夫婦水入らずで心
残りを遂げる旅に出ることに。行先は
ジョンが大好きな作家ヘミングウェイ
の家。共に歩んできた人生を顧みなが
ら南を目指す２人の旅はやがて…。

ヴァレリアン 千の惑星の救世主

©2017 VALERIAN S.A.S. - TF1 FILMS PRODUCTION

3/30 -

西暦2740年、連邦捜査官のヴァレリ
アンとローレリーヌは、パトロール中
に様々な種族が共存する“千の惑星
の都市”を訪れる。しかしそこでは邪
悪な陰謀が渦巻いていて…。宇宙ス
テーションの超絶ビジュアルや、銀河
中を駆け巡る展開に大興奮！リュッ
ク・ベッソン史上最大のSF超大作！

2017 / フランス / 2h17

リュック・ベッソン
デイン・デハーン / カーラ・デルヴィーニュ

2017 / アメリカ / 1h56

スティーヴン・スピルバーグ
メリル・ストリープ / トム・ハンクス

ペンタゴン・ペーパーズ
最高機密文書

©Twentieth Century Fox Film Corporation and Storyteller Distribution Co., LLC.

3/30 -

1971年、ベトナム戦争の真実が書か
れた機密文書の一部がスクープされ
た。ワシントン・ポストのキャサリン・
グラハムらは独自に文書を入手し、
報道の自由の名のもとに全文を公表
しようと試みるが、ニクソン大統領に
よる妨害が待ち受けていて…。見る者
の胸を熱くする骨太社会派ドラマ。

2017 / アメリカ / 1h45

リー・アンクリッチ
石橋陽彩/藤木直人/松雪泰子/橋本さとし

ジョン・ラセター

リメンバー・ミー
　　　　アナと雪の女王／家族の思い出

©2018 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

上映中

カラフルで美しい“死者の国”に迷い
込んだミゲル少年。急いで元の世界に
戻らないと家族とは会えなくなるとい
う。ミゲルは帰る方法を探して陽気な
ガイコツと冒険に出るが…。感動的な音
楽が響き渡るディズニー／ピクサー最
新作は、時を越えた家族の絆の物語。

第 90 回アカデミー賞
長編アニメーション賞／主題歌賞 受賞

同時上映

祈りの幕が下りる時

2018 / 日本 / 1h59

福澤克雄
阿部寛 / 松嶋菜々子 / 溝端淳平 / 田中麗奈

©2018 映画「祈りの幕が下りる時」製作委員会

4/6 - 4/26

東野圭吾 

東京のあるアパートで発見された絞
殺死体。事件の鍵を握るのは、美しき
舞台演出家・浅居博美。しかし彼女
には確かなアリバイがあった。捜査を
進めるうちに、ある事実が加賀を激し
く動揺させる。それは加賀の母の失
踪の謎に繋がっていて…。『新参者』
シリーズ完結！感動のフィナーレへ。

コードギアス
反逆のルルーシュ II  叛道

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

4/6 - 4/19

仮面の反逆者ゼロとして、反ブリタニ
ア勢力・黒の騎士団を増強していくル
ルーシュ。第３皇女ユーフェミアの騎
士に任じられたスザク。それぞれ力
をつけていく２人だったが、行政特区

「日本」の発足を機に、運命の転機が
訪れて…。人気TVアニメ『コードギ
アス』劇場版、波乱の第２部が開幕！

2018 / 日本 / 2h13

谷口悟朗
福山潤 / 櫻井孝宏 / ゆかな / 小清水亜美

さよならの朝に
約束の花をかざろう

2018 / 日本 / 1h55

岡田麿里
石見舞菜香 / 入野自由 / 茅野愛衣 / 梶裕貴

©PROJECT MAQUIA

4/13 - 4/26

数百年の寿命を持つ種族の少女マキ
アは、長寿の血を求め攻め込んでき
た軍隊に仲間も帰る場所も奪われて
しまう。逃げる途中に出会った赤ん坊
と生活を共にするが、時間の流れが
異なる２人の絆はやがてすれ違って
いき…。『心が叫びたがってるんだ。』
脚本の岡田麿里による初監督作品。

blank13（ブランク13）

2017 / 日本 / 1h10

齊藤工
高橋一生/リリー・フランキー/松岡茉優

©2017「blank13」製作委員会

4/13 - 4/26

はしもとこうじ

13年前に失踪した父の消息が判明
し、息子のコウジは病室を訪ねた。
父は癌に侵されており、隔たりを埋め
られないまま３ヶ月後に他界。そして
迎えた葬儀の日、参列者たちの言葉
から家族の知らない父の姿が浮かび
上がっていく。熱狂的な映画フリーク
で知られる斎藤工の長編初監督作。

文豪ストレイドッグス
DEAD APPLE

2018 / 日本 / 1h30

五十嵐卓哉
上村祐翔 / 宮野真守 / 小野賢章 / 神谷浩史

©2018 朝霧カフカ・春河 35 ／ KADOKAWA ／文豪ストレイドッグス DA 製作委員会

4/21 - 5/3

朝霧カフカ

架空の都市ヨコハマを舞台に、中島
敦、太宰治、芥川龍之介といった名だ
たる文豪たちと同じ名前の登場人物
たちが、異能力を駆使して戦う人気ア
ニメの続編が、劇場版となっていよい
よ公開。“龍頭抗争”から６年。異能
力者たちが不可解な“霧”の中で相
次いで自殺する事件が発生して…。

ハッピーエンド

2017 / フランス-ドイツ-オーストリア/ 1h47

ミヒャエル・ハネケ
イザベル・ユペール/ジャン＝ルイ・トランティニャン

4/27 - 5/10

カレーのブルジョアな邸宅に暮らす
３世帯の家族。既に引退している家
長のジョルジュは、孫娘エヴの瞳に
暗い死の影を見出していた。ジョル
ジュは衝撃の告白をすることで、彼女
の閉ざされた心をこじ開けようとする
のだが…？名匠ミヒャエル・ハネケ監
督が投げかける、愛と死の物語。

©2017 LES FILMS DU LOSANGE - X FILME CREATIVE POOL Entertainment GmbH - WEGA 
FILM - ARTE FRANCE CINEMA - FRANCE 3 CINEMA - WESTDEUTSCHER RUNDFUNK - 

BAYERISCHER RUNDFUNK - ARTE - ORF Tous droits reserves

ぼくの名前はズッキーニ

2016 / スイス - フランス / 1h06

クロード・バラス 
峯田和伸 / 麻生久美子 / リリー・フランキー

4/20 - 4/26

事故で亡くなったママが付けてくれた
“ズッキーニ”というあだ名を大切に
している少年が孤児院に入所するこ
とに。複雑な事情を抱える子供たち
は共に喜び、悲しみ、恋をしながら成
長していくことになるのだが…。世界
中を感動の涙で包み込んだストップ
モーションアニメが日本上陸！

©RITA PRODUCTIONS / BLUE SPIRIT PRODUCTIONS / GEBEKA FILMS / KNM / RTS 
SSR / FRANCE 3 CINEMA / RHONES-ALPES CINEMA / HELIUM FILMS / 2016

The Beguiled ／ビガイルド
欲望のめざめ

2017 / アメリカ / 1h33
コリン・ファレル / ニコール・キッドマン

©2017 Focus Features LLC All Rights Reserved

4/20 - 5/3

ソフィア・コッポラ

南北戦争から隔離された女子寄宿学
園に暮らす７人の女性たちは、負傷した
１人の兵士を見つけ、手当のため匿うこ
とに。男子禁制の学園に突如現れた１
人の男の存在は、やがて聖女たちの抑
圧されていた欲望を呼び覚まし…。女
性の暗部をあぶり出す極上スリラー。

第 70 回カンヌ国際映画祭
監督賞 受賞

ダウンサイズ
©2018 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

4/13 - 4/26

人口増加で住みづらくなった地球で
人間を1/14 に縮小＝ダウンサイズ
する技術が発見された。縮小後の世
界では少ない資産でも優雅な生活を
送れるため、希望をもってダウンサイ
ズすることを決めたポール（マット・
デイモン）。しかし、彼を待ち受けて
いたのは予想もしない人生で…。

パシフィック・リム アップライジング

©Legendary Pictures/Universal Pictures.

4/13 -

2018 / アメリカ / 時間未定
ジョン・ボイエガ/スコット・イーストウッド

人間が操縦する巨大ロボット“イェー
ガー”とKAIJUと呼ばれる巨大モン
スターとの、人類の存亡をかけた壮
絶な戦いから10年。平和な暮らし
を貫いて再びKAIJUが襲来した。
人類はこの時のためにイェーガー

を改良して備えていたが、KAIJUたち
も進化していて…。超人気SF大作の
続編がいよいよ公開！

スティーヴン・S・デナイト ギレルモ・デル・トロ

ウィンストン・チャーチル
ヒトラーから世界を救った男

©2017 Focus Features LLC. All Rights Reserved.

4/28 - 5/10

第２次大戦初期、イギリス軍はナ
チスドイツによってダンケルク港に
追い詰められていた。ヒトラーに屈
するのか、抗戦するのか。英国首
相チャーチルは世界の命運を左
右する決断を迫られ…。首相就任

からダンケルクの戦いまで、チャーチ
ルの27日間を描く史実ドラマ。

15時17分、パリ行き

2018 / アメリカ / 1h34

クリント・イーストウッド
アンソニー・サドラー / アレク・スカラトス

4/14 - 4/26

2015 年、乗客554人を乗せたパリ行
きの特急列車内で無差別テロ事件
が発生。極限の恐怖と緊張感の中、
犯人に勇敢に立ち向かったのは幼馴
染の３人の若者たちだった―。巨匠ク
リント・イーストウッド監督が、当事者
である３人を本人役としてキャスティ
ングし、事件当日の真実に迫る。

アベンジャーズ インフィニティ・ウォー

©2018 MARVEL

4/27 -

2018 / アメリカ / 時間未定

アンソニー・ルッソ / ジョー・ルッソ
ロバート・ダウニー・Jr. /ジョシュ・ブローリン

最強の敵サノスが現れ、宇宙はバ
ランスを崩し始めた。何度も世界
を救ってきたアベンジャーズでも
歯が立たず、スパイダーマンら新
戦力が加わるが…。『アイアンマ
ン』公開から10年を迎える今年、

マーベルの大人気ヒーローが総出
演する集大成作品がいよいよ開幕！
絶望に立ち向かえ！

トレイン・ミッション

2018 / アメリカ - イギリス / 1h45

ジャウム・コレット＝セラ
リーアム・ニーソン / ヴェラ・ファーミガ

©STUDIOCANAL S.A.S.

3/30 -

リストラに遭い失意のマイケルは、い
つもの電車で帰路についていた。する
と見知らぬ女性から「乗客の中からあ
る人物を探す」というゲームを持ち掛
けられる。高額な賞金に目が眩み引き
受けるが、そこには巨大な陰謀が仕
掛けられていて…。L・ニーソン主演
のノンストップ・アクション！

2017 / イギリス / 2h05

ジョー・ライト　特殊メイク：辻一弘
ゲイリー・オールドマン/クリスティン・スコット・トーマス

第 90 回アカデミー賞 
主演男優賞／メイクアップ＆ヘアスタイリング賞 受賞

©2018 Warner Bros. Entertainment Inc., Village Roadshow Films (BVI) Limited,
 RatPac-Dune Entertainment LLC

2017 / アメリカ / 2h15

アレクサンダー・ペイン 
マット・デイモン / クリステン・ウィグ

ナチュラルウーマン

2017 / チリ-アメリカ-ドイツ-スペイン/ 1h44

セバスティアン・レリオ
ダニエラ・ヴェガ / フランシスコ・レジェス

4/20 - 4/26

最愛の恋人が急死し、悲しみに暮れる
トランスジェンダーの歌手マリーナ。
葬儀への参列さえも拒まれるなど、容
赦ない差別や偏見にさらされるが…。
世界が注目する“新人女優”ダニエ
ラ・ヴェガが主人公を熱演。自分らし
く、誇り高く生きる姿が熱く胸を打つ。

©2017 ASESORIAS Y PRODUCCIONES FABULA LIMITADA; PARTICIPANT PANAMERICA, 
LCC; KOMPLIZEN FILM GMBH; SETEMBRO CINE, SLU; AND LELIO Y MAZA LIMITADA

第 90 回アカデミー賞
外国語映画賞 受賞

ママレード・ボーイ

2018 / 日本 / 時間未定

廣木隆一
桜井日奈子/吉沢亮/佐藤大樹/優希美青/筒井道隆

©吉住渉／集英社 ©2018 映画「ママレード・ボーイ」製作委員会

4/27 -

吉住渉

高校生の光希と遊は、ある日突然、互
いの両親の離婚＆パートナーを交換
した再婚を契機に一緒に暮らすこと
になった。６人２家族での共同生活に
戸惑う光希だが、次第に遊に惹かれ
ていき…。90年代から愛され続ける
少女漫画を、恋愛映画の名手、廣木
隆一監督が実写化のメガホンをとる。

春河35

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


