
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

10/28 - 11/10

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

ラストレシピ  麒麟の舌の記憶

©2017 映画「ラストレシピ　麒麟の舌の記憶」製作委員会 ©2014 田中経一／幻冬舎

11/3 -

2017 / 日本 / 2h06

滝田洋二郎
二宮和也/西島秀俊/綾野剛/宮崎あおい / 竹野内豊

田中経一

1930年代の満州で天皇の料理番
が考案した幻のフルコース。それ
を現代に蘇えらせる使命を受け
たのは、一度食べたらどんな味で
も再現できる料理人。歴史に消え
たレシピを追う内、次第に明らかに

なる事実。最後の一皿に隠された壮
大な愛とは…？監督は『おくりびと』
の滝田洋二郎。

秋元康

映画 キラキラ☆プリキュアアラモード
パリッと！想い出のミルフィーユ！

2017 / 日本 / 時間未定

土田豊 
美山加恋/福原遥/村中知/藤田咲/森なな子/水瀬いのり

©2017 映画キラキラ☆プリキュアアラモード製作委員会

10/28 -

フランスで開催されるスイーツコン
テストに出場することになったキラパ
ティメンバーたち。だけどシエルがな
ぜか絶不調。お菓子作りもプリキュ
アへの変身も失敗ばかり。そんな中、
パティシエを襲う謎の怪物が出現し
て…。今回のプリキュアは、スイーツ
の街パリを舞台に大活躍！

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

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
を描き出す！

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 -

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

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！

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

マイティ・ソー  バトルロイヤル

©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！

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.

11/11 - 11/17

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！

ギフト 僕がきみに残せるもの

2016 / アメリカ / 1h51
スティーヴ・グリーソン/ミシェル・ヴァリスコ

©2016 Dear Rivers, LLC

11/18 - 11/24

難病ALSを発症したアメフトの元ス
ター選手スティーヴ・グリーソン。限
られた時間の中、生まれてくる子供に
何を残せるのか？自問自答の末、彼は
我が子に贈るビデオダイアリーを撮
り始める―。グリーソン自らが４年に
わたって撮影した映像を中心に構成
した「家族」のドキュメンタリー。

クレイ・トゥイール

鋼の錬金術師
©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！

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

探偵は BAR にいる３
©2017「探偵は BAR にいる 3」製作委員会

12/1 -

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。

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

11/18 - 11/24

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

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

12/2 - 12/15

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

覆面系ノイズ

2017 / 日本 / 1h56

三木康一郎
中条あやみ/志尊淳/小関裕太/真野恵里菜

©2017「覆面系ノイズ」製作委員会

11/25 -

福山リョウコ

歌が大好きな女の子ニノが歌い続
ける理由、それは幼い頃に離ればな
れになった初恋相手に自分を見つけ
出してもらうため。高校生になって人
気覆面バンドに誘われたニノは、ボー
カルとして本格的に音楽活動を始め
る。彼との再会を信じて…。片想いが
交錯する人気恋愛マンガを実写化！

劇場版 岩合光昭の世界ネコ歩き
コトラ家族と世界のいいコたち

2017 / 日本 / 1h44
岩合光昭　ナレーション：吉岡里帆

©Mitsuaki Iwago ©NHK ／ジーズ・コーポレーション

11/25 - 12/8

写真家の岩合光昭と共に、世界各国
の猫や街の様子を紹介する、NHK BS
プレミアム『岩合光昭の世界ネコ歩
き』。初の劇場版は、青森・津軽のリン
ゴ農家で暮らす猫・コトラとその家族
を中心に、世界６か国で出会った猫
たちの選りすぐりのシーンを再編集。
ナレーションは女優・吉岡里帆。

ジャスティス・リーグ
©2016 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC AND RATPAC ENTERTAINMENT, LLC

11/23 -　

2017 / アメリカ / 時間未定

クリス・テリオ/ジョス・ウェドンザック・スナイダー
ベン・アフレック / ガル・ガドット

史上最強の超人スカウト作戦、
開始！スーパーマン亡き後、世界
崩壊の危機に、バットマンことブ
ルース・ウェインが集めたのは、
史上最強のパワーを持つ超人た
ち。しかし彼らは性格もバラバラ、

協調性のかけらもない。クセの強い
超人たちをまとめきれるのか？世界
は一人では救えない！

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！

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。

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！

2017 / 日本 / 時間未定

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

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

東直己

泥棒役者

2017 / 日本 / 1h54

西田征史
丸山隆平 / 市村正親 / 石橋杏奈 / 宮川大輔

©2017「泥棒役者」製作委員会

11/18 -

昔の仲間に脅され、豪邸に忍び込ん
だ元・泥棒。彼は来客たちから豪邸
主人、絵本作家、編集者と次 と々別
人に間違えられ、その度「役」を演じ
るハメに。この鉢合わせが彼らの運命
を思わぬ方向へ導かせる…。豪華キャ
ストが屋敷に集結！偶然の出会いと
勘違いの会話から始まる喜劇。

氷菓

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

©2017「氷菓」製作委員会

11/3 -

米澤穂信

「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 / 2h15

アンディ・ムスキエティ 
ジェイデン・リーバハー/ビル・スカルスガルド

IT ／イット
“ それ ” が見えたら、終わり。

11/3 -

スティーヴン・キング 

謎の児童行方不明が相次ぐ田舎町
で、ある大雨の日ビルの弟が多量の
血痕を残し失踪。悲しみに暮れるビル
の前に、突如“それ”が現れる…。『エク
ソシスト』を超え、全米ホラー映画史
上 No.1記録を更新し、更に続編も制
作決定！全米を震撼させた恐怖のピ
エロがいよいよ日本上陸！

©2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC. 
ALL RIGHTS RESERVED.

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


