
2015 / アメリカ / 1h43

ピーター・ソレット
ジュリアン・ムーア／エレン・ペイジ

2017 / 日本 / 2h00

橋本一
水谷豊 / 反町隆史 / 六角精児 / 仲間由紀恵

１４の夜

2016 / 日本 / 1h54

足立紳
犬飼直紀 / 濱田マリ / 門脇麦 / 光石研

2015 / フランス / 1h54

ティエリー・デメジエール / アルバン・トゥルレー
バンジャマン・ミルピエ / レオノール・ボーラック

2017 / 日本 / 時間未定

川原礫 瀬尾まいこ伊藤智彦
松岡禎丞 / 戸松遥 / 伊藤かな恵 / 竹達彩奈

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

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

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

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

トリプル X : 再起動

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 

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

©2016 川原 礫／ KADOKAWA　アスキー・メディアワークス刊／ SAO MOVIE Project ©2017「僕らのごはんは明日で待ってる」製作委員会©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 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., VILLAGE ROADSHOW FILMS NORTH 
AMERICA INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT, LLC ©2017「きょうのキラ君」製作委員会©2016 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.©2016 KIM Ki-duk Film. All Rights Reserved.

©2015 Freeheld Movie, LLC. All Rights Reserved.

©2017「相棒 - 劇場版 IV-」パートナーズ ©2016「14 の夜」製作委員会 ©FALABRACKS, OPERA NATIONAL DE PARIS, UPSIDE DISTRIBUTION, BLUEMIND, 2016

2015 / ドイツ / 1h45

ラース・クラウメ
ブルクハルト・クラウスナー / ロナルト・ツェアフェルト

©2015 zero one film / TERZ Film

2/4 - 2/10

2/11 - 2/11 - 2/17 2/11 - 2/17

2/18 - 2/18 - 3/3 2/18 - 2/242/18 -

2/25 - 2/25 -2/24 -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 -

アサシン クリード

2016 / イギリス - フランス - アメリカ 他 / 1h55

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 -

葉月抹茶

みきもと凜

藤子・F・不二雄

末 期ガンを患うローレルはパート
ナーのステイシーが遺族年金を受
け取れるよう申請するが、同性同士
であることを理由に却下される。病
と闘いながら平等を求めるローレル
の訴えは、やがて社会運動へと拡大
してゆく。人を愛する自由と幸せを得
る権利を高らかに謳う感動の実話。

0 2 年から続く不動の人気ドラマ『相
棒』が３年ぶりにスクリーンへ帰っ
てくる！今作では、杉下右京と冠城
亘に加え、元相棒・神戸尊や元鑑識・
米沢守らオールスターキャストが再集
結！国際犯罪組織による特命係史上
最大の難敵と、過去最高の感動が待
ち受ける、劇場版シリーズ第４弾！

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
会に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 ”。

2014年に史上最年少でパリ・オペラ
座の芸術監督に抜擢されたバンジャ
マン・ミルピエ。階級制度の否定など
次 と々改革をもたらすが、周囲との軋
轢を生んでしまう。新演目完成までの
40日間に密着し、ミルピエの創造性と
製作過程に迫るドキュメンタリー。

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日間しか記憶を保てない ”という
秘密があった。それでも交換日記を始
め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！

高校の体育祭をきっかけに付き合い
はじめた亮太と小春。少しずつ距離を
縮めてゆく二人だが、大学生になった
ある日、小春は別れを切り出す。彼
女には亮太に言えない秘密があった。
人生の辛い日も楽しい日もリアルに
描いた瀬尾まいこの恋愛小説を映画
化。原作とは異なるラストも必見。

1950 年代ドイツ。検事長フリッツ・
バウアーのもとに、アドルフ・アイヒマ
ンの潜伏に関する手紙が届く。だが
国内の捜査機関にはナチス残党が
巣食っており、バウアーは孤立無援
の闘いを強いられてゆく。過去と向き
合う必要性を説き、アイヒマン捕獲
に執念を燃やした男の実録ドラマ。

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！

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。

女子高生のニノは、学校一の人気
者キラに恋をする。他人と関わること
が苦手なニノだったが、キラの重大
な秘密を知ったことから二人は急接
近。初めての気持ちに戸惑いなが
ら奮闘するニノの恋の行方は…？み
きもと凜による大ヒットコミックをフ
レッシュな俳優陣で映画化！

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の不思議な
リングを見つけたのび太たち。その
正体を探るうち、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！

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。

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

2016 / アメリカ / 2h07

ティム・バートン
エヴァ・グリーン / エイサ・バターフィールド

君と100 回目の恋

2017 / 日本 / 1h56

大島里美月川翔

©2016 Twentieth Century Fox Film Corporation. ©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

2/3 - 2/4 - 

森の奥で古い屋敷を見つけた孤独
な少年ジェイク。そこでは美しく厳格
な女性ペレグリンと風変わりな子ど
もたちが暮らしていた。彼らと夢のよ
うな時間を過ごしたジェイクは、自
らに宿ったある力に気づくが…。ティ
ム・バートン監督の豊かな想像力
が結集したダークファンタジー。

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。

中村悠一 / 三上哲 / 石川界人 / 梶裕貴

ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち 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.

2/4 - 2/17

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。

ノーマ東京
世界一のレストランが日本にやって来た

The NET 網に囚われた男

映画 ドラえもん
のび太の南極カチコチ大冒険 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

2016 / オランダ / 1h32

モーリス・デッカーズ
レネ・レゼピ /「ノーマ」スタッフ

©2015 BlazHoffski / Dahl TV. All Rights Reserved.

3/4 - 3/10 3/4 - 3/10

こころに剣士を

2015 / フィンランド - エストニア - ドイツ / 1h39

クラウス・ハロ
マルト・アヴァンディ / ウルスラ・ラタセップ

©2015 MAKING MOVIES/KICK FILM GmbH/ALLFILM

2/11 - 2/17

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。

天才シェフのレネ・レゼピが率いる世
界一に４度輝いたデンマークのレスト
ラン「ノーマ」が期間限定で東京に
出店！彼らが追い求めるのは、日本
各地の地元産食材を使い、日本だ
からこそ味わえる究極の一皿。その
独創的な料理が生まれる過程に密
着した驚きの美食ドキュメンタリー！

ソ連の圧政に苦しむ1950年代のエ
ストニア。秘密警察に追われ教師と
して身を隠すエンデルは、子供たち
にフェンシングを教えることになる。
学ぶ喜びに溢れた彼らの姿に、エン
デル自身もいつしか剣士の心を取り戻
してゆくが…。抑えた演出で、逆境に
立ち向かう絆を描いた希望の物語。

ルシール・アザリロヴィック

MILES AHEAD
マイルス・デイヴィス 空白の５年間

アイヒマンを追え！
ナチスがもっとも畏れた男

劇場版 ソードアート・オンライン
オーディナル・スケール

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.

2/4 - 2/10

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！

2/18 - 3/3

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

ダーティ・グランパ

2016 / アメリカ / 1h42

ダン・メイザー
ロバート・デ・ニーロ / ザック・エフロン

©2016DG LICENSING, LLC

2/25 - 3/3

祖母の訃報を受け帰郷した弁護士
のジェイソンは、傷心の祖父に連れら
れ旅に出た…はずが、なんと祖父は
40年ぶりの独身生 活をエンジョイ！
性格も年齢も違う二人の珍道中は一
体どうなってしまうのか。羽目を外しま
くる自由奔放な祖父をデ・ニーロが
演じた破天荒なバディ・コメディ！

好きになるその瞬間を。
告白実行委員会

ハンズ・オブ・ラヴ
手のひらの勇気

ミルピエ
パリ・オペラ座に挑んだ男

相棒 劇場版 IV 首都クライシス 
人質は 50万人！特命係 最後の決断

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

上映中

HoneyWorks

憧れの先輩・恋雪と同じ高校に進
学するため猛勉強し、晴れて桜丘高
校へ入学した雛。恋雪が片思いの
相手を振り向かせるためイメチェンし
たことを知った雛は告白を決意する。
クリエーターユニット HoneyWorks
による青春ストーリー第二弾！
一般・大学生 1,300 円／高校生以下 1,000 円

将軍様、
あなたのために映画を撮ります

2016 / イギリス / 1h37

ロス・アダム / ロバート・カンナン
チェ・ウニ / シン・サンオク / 金正日

©2016 Hellflower Film Ltd/the British Film Institute

2/11 - 2/17

1978年、韓国人女優チェ・ウニと映
画監督シン・サンオクが北朝鮮に拉
致された。目的は、映画マニアであっ
た金正日の下で映画を製作すること。
与えられる潤沢な資金と自由な環境
に、シン監督は映画作りに取り憑か
れてゆく。金正日の肉声を交え拉致
事件を追う衝撃のドキュメンタリー。

キム・ギドク

ルネサンス期、禁じられた秘宝を巡
り争いを繰り広げてきたテンプル騎
士団とアサシン教団。アサシン教団
を祖先に持つカラムは現在と過去を
行き来するうち、人類の歴史を変え
る秘密を知る。『マクベス』の監督が
再びМ・ファスベンダーとМ・コティ
ヤールを起用した SF アクション。

オアシス スーパーソニック

2016 / イギリス / 2h02

マック・ホワイトクロス
リアム・ギャラガー / ノエル・ギャラガー

©Jill Furmanovsky

2/4 - 2/10

唯一無二のロックバンド・オアシス
の、バンド結成から絶 頂 期のネブ
ワース公演までの軌跡を追うドキュ
メンタリー。リアム＆ノエル兄弟自ら製
作を務め、新たなインタビューやラ
イブ映像を多数使用した。オアシス
の原動力ともいえる兄弟の偉業と確
執、そして当時の熱狂を振り返る。

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

2/25 - 3/3

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…。
戦争の実態を暴き、モラルを鋭く問
いかける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

トッド・ソロンズの子犬物語

2015 / アメリカ / 1h28

トッド・ソロンズ
ダニー・デヴィート / エレン・バースティン

©2015WHIFFLE BALLER,LLC.ALL RIGHTS RESERVED.

3/4 - 3/10

ある家族のもとに迎えられた１匹の
ダックスフント。問題ばかり起こして
いため手放されてしまい、その後も
アメリカ中の様々な人の手を渡り歩
くことになるが…。『ハピネス』のトッ
ド・ソロンズ監督最新作は、かわい
い子犬と強烈な個性の飼い主たち
が織り成す異色ブラックコメディ！

幸せなひとりぼっち

2015 / スウェーデン / 1h56

ハンネス・ホルム
ロルフ・ラスゴード / イーダ・エングヴォル

©Tre Vanner Produktion AB. All rights reserved.

2/25 - 3/3

妻に先立たれ、仕事もクビになった
偏屈な老人の隣家に、何かと騒がし
い一家が引っ越してくる。初めは疎ま
しく思っていたが、そんな一家との交
流は悲しみに暮れた孤独な彼の心
を少しずつ開かせていき…。ユーモア
とペーソスたっぷりに人生の幸せを
問う、スウェーデン発の人間ドラマ。

料金1,800円均一（プレミアム会員 1,500円）

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


