
gifted ／ギフテッド

2017 / アメリカ / 1h41

マーク・ウェブ
クリス・エヴァンス / マッケナ・グレイス

©2017 Twentieth Century Fox Film Corporation

12/30 - 1/12

母と死別して叔父のフランクと暮らす
メアリーには、先天的に数学の特別
な才能があった。フランクは姉の遺志
を酌み、メアリーを特別扱いしない
と決めていたが、彼女が学校に通い
始めたことで環境が揺らぎ始め…。
７歳の女の子が教えてくれる、家族
の素晴らしさと本当の幸せとは…？

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

1/6 - 1/19

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、彼
との再会を信じて、ボーカルとして本
格的に音楽活動を始める。片想いが
交錯する人気恋愛マンガを実写化！

リベンジ girl
©2017「リベンジ girl」製作委員会

上映中

東大首席でミスキャンパス１位の宝
石美輝は、頭脳明晰＆容姿端麗だが、
残念なことに極度の性格ブス！そんな
彼女が大失恋を機に、男にリベンジを
誓う。それは「女性初の総理大臣」に
なる事！報道番組のキャスター＆「世
界で最も美しい顔100人」の常連・桐
谷美玲が魅せるラブコメディ！

2017 / 日本 / 1h50

三木康一郎
桐谷美玲 / 鈴木伸之 / 清原翔 / 馬場ふみか

清智英 / 吉田恵里香

カンフー・ヨガ

2017 / 中国 - インド / 1h47

スタンリー・トン 
ジャッキー・チェン / アーリフ・リー

上映中

カンフーの達人でもある考古学者の
ジャック（ジャッキー・チェン）は、失
われた財宝探しを持ちかけられ世界
各地を巡ることに…。十八番のカン
フーアクションにインド映画のスパイ
スが絡み合う本作。ジャッキー×ボリ
ウッドがどんな化学反応を見せてく
れるのか！？乞うご期待！！

©2017 SR MEDIA KHORGOS TAIHE SHINEWORK PICTURES SR CULTURE & 
ENTERTAINMENT. ALL RIGHTS RESERVED

ゲット・アウト

2017 / アメリカ / 1h44

ジョーダン・ピール
ダニエル・カルーヤ/アリソン・ウィリアムズ

©2017 UNIVERSAL STUDIOS All Rights Reserved

12/30 - 1/12

黒人のクリスは白人の彼女ローズの実
家へ招待された。歓迎を受けるものの、
黒人の使用人がいることに違和感を覚
える。その翌日のパーティで、白人ばかり
の中に、ひとりの黒人青年がいた。しかし
彼は突如豹変し「出ていけ！」と襲い掛
かってきて…!? 何かがおかしい―。映画
の常識を覆すサプライズ・スリラー。

猫が教えてくれたこと

2016 / アメリカ / 1h19

ジェイダ・トルン
イスタンブールの猫たち

©2016 Nine Cats LLC

1/13 - 1/26

ヨーロッパとアジアの文化が交わっ
た美しい景観が残るトルコの古都イ
スタンブール。ここで自由気ままに
日々を暮らす７匹の個性豊かな野良
猫たちを主役に、猫と人の心温まる
触れ合いを優しく見つめていく。まる
で猫とイスタンブールに贈られたラブ
レターのようなドキュメンタリー。

セントラル・インテリジェンス

2016 / アメリカ / 1h47

ローソン・マーシャル・サーバー
ドウェイン・ジョンソン/ケヴィン・ハート

1/13 - 1/19

冴えない中年会計士カルヴィンの前
に、いじめられっ子だった高校の同
級生ボブがマッチョな姿に生まれ変
わって現れた！CIAを名乗るボブは
組織に追われているらしく、カルヴィ
ンは助けを求められるが…。ドウェイ
ン・ジョンソン主演、全米メガヒット
の凸凹バディアクション・ムービー！

©2016 Universal Pictures, Warner Bros. Entertainment Inc. and RatPac-Dune
Entertainment LLC

エンドレス・ポエトリー
©2016 SATORI FILMS, LE SOLEIL FILMS Y LE PACTE photo:©PascaleMontandon-Jodorowsky

1/20 - 1/26

自伝的作品『リアリティのダンス』待
望の続編。サンティアゴに移住したホ
ドロフスキー一家。葛藤を抱える青
年アレハンドロは、いくつもの出会い
を経てついに精神の檻から解放され
る。我々を取り巻く世界はこんなにも
詩的で多彩だ。カルト界の巨匠が贈
る、真なる生への招待状。

2016 / フランス - チリ - 日本 / 2h08

アレハンドロ・ホドロフスキー
アダン・ホドロフスキー/パメラ・フローレス

あなた、そこにいてくれますか

2016 / 韓国 / 1h51

ホン・ジヨン
キム・ユンソク/ピョン・ヨハン/チェ・ソジン

©2016 LOTTE ENTERTAINMENT All Rights Reserved.

1/13 - 1/26

不思議な薬で 30 年前にタイムスリッ
プしたスヒョンは、そこで過去の自分
と出会う。まもなく恋人が死ぬことを
知らされた若きスヒョンは、彼女を助
けようとするが、それは未来に生まれ
てくる最愛の娘が存在しなくなること
を意味していて…。究極の葛藤を描
いた切ない愛の物語。

2017 / アメリカ / 2h32

ライアン・ジョンソン
デイジー・リドリー / マーク・ハミル

スター・ウォーズ
最後のジェダイ

©2017 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

上映中

J・J・エイブラムス

フォースを覚醒させたレイと、ダース・
ベイダーを継ごうとするカイロ・レン。
“ 光 ”と“ 闇 ”の間で揺れ動く２人を
待ち受ける“衝撃の運命”とは？そし
て、遂に姿を現した伝説のジェダイ、
ルーク・スカイウォーカーは何をも
たらすのか？誰も観たことのない新
しい『スター・ウォーズ』の幕が開く！

シネマ歌舞伎 京鹿子娘五人道成寺
〈きょうかのこむすめごにんどうじょうじ〉

写真：岡本隆史

2018 / 日本 / 2h00 予定
坂東玉三郎/中村勘九郎/中村七之助/中村梅枝

1/13 -

「京鹿子娘道成寺」を五人で踊り分け
るこれまでにない演出。美しい衣装を
纏った花子が時には代わる代わる、時
には五人一緒に踊りつぐ、玉三郎と歌
舞伎の次世代を担う花形俳優たちに
よる華麗な舞踊をお楽しみください。
玉三郎、勘九郎による幻想的な舞踏

「二人椀久」との豪華２本立て！
一般 2,100 円／学生・小人 1,500 円

ミックス。

2017 / 日本 / 1h59

古沢良太 石川淳一
新垣結衣 / 瑛太 / 広末涼子 / 瀬戸康史

©2017『ミックス。』製作委員会

12/30 - 1/19

男を寝取られ仕事も投げ出した元天
才卓球少女と、夢に破れ家族にも見
放された元プロボクサー。欠点だら
けのふたりが、偶然の出会いから卓
球の男女混合ダブルス（＝ミックス）
に挑戦することに。最初は全く息が
合わずに喧嘩ばかりだったが…？笑
いと感動のロマンティックコメディ。

ウィー・ラブ・テレビジョン
We Love Television？

2017 / 日本 / 1h50

土屋敏男
萩本欽一 / 田中美佐子 / 河本準一

©2017 日本テレビ放送網

1/20 - 1/26

「電波少年」プロデューサーとして知
られる土屋敏男が監督を務めた“欽
ちゃん”こと萩本欽一のドキュメンタ
リー。かつて視聴率30％以上の番組
を連発した萩本が、再び30％超えを
目指して新番組に取り掛かる。その
様子に長期間密着し、番組制作にか
ける狂気的な執念を炙り出していく。

全員死刑

2017 / 日本 / 1h38

小林勇貴
間宮祥太朗/毎熊克哉/六平直政/入絵加奈子

©2017「全員死刑」製作委員会

1/13 - 1/19

借金を抱えた一家が近所の資産家か
らの現金強奪を企てた。しかしあまり
に無謀な計画のために殺人に発展。
それを機に家族の暴走はさらにエス
カレートしていき…。加害家族４人全
員に死刑判決が下った「一家による
一家殺し」という戦慄の実在事件を
映画化。狂悪エンターテインメント！

2017 / 日本 / 2h03

白石和彌
阿部サダヲ / 蒼井優 / 松坂桃李 / 竹野内豊

沼田まほかる

彼女がその名を知らない鳥たち
©2017 映画「彼女がその名を知らない鳥たち」製作委員会

1/6 - 1/19

下品で貧相な陣治を毛嫌いしながら
も、仕事もせずに陣治の稼ぎに頼っ
て怠惰な生活をおくっていた十和子。
かつての恋人を忘れられず、似通った
男性との情事に溺れる一方で、元恋
人の失踪に陣治が関与しているので
はと疑い始め…。最低な女と最低な男
たちが織り成す、究極の愛の物語。

予兆 散歩する侵略者 劇場版

2017 / 日本 / 2h20

黒沢清
夏帆 / 染谷将太 / 東出昌大

©2017「散歩する侵略者」スピンオフ プロジェクト パートナーズ

1/27 - 2/2

前川知大

『散歩する侵略者』の番外編ＴＶドラ
マが待望の劇場公開！“ 侵略者”が
やって来たとき、別の街では何が起き
ていたのか？今、もうひとつの侵略者
の物語が明かされる。『散歩する侵略
者』より遥かに禍 し々い黒沢清流恐
怖演出と、実力派キャストたちによる
神がかった芝居にも要注目！

ガールズ＆パンツァー
最終章  第 1 話

©GIRLS und PANZER Finale Projekt

1/20 - 2/2

「戦車道」×「女子高生」を描いた大ヒット
アニメ『ガールズ＆パンツァー』が完全新作
OVAシリーズとして再始動！２度にわたっ
て学園の危機を切り抜けた大洗女子学
園の次なる対戦相手は、フランス戦車を操
る「BC 自由学園」。「パンツァーフォー！」
の掛け声が劇場に再び響き渡る！
特別料金：1,200 円均一

2017 / 日本 / 0h47

吉田玲子水島努
渕上舞/茅野愛衣/尾崎真実/中上育実/井口裕香

ユダヤ人を救った動物園
アントニーナが愛した命

2017 / チェコ - イギリス - アメリカ / 2h07

ニキ・カーロ
ジェシカ・チャステイン/ダニエル・ブリュール

©2017 ZOOKEEPER’S WIFE LP. ALL RIGHTS RESERVED.

1/27 - 2/9

1939年９月、ドイツ軍によるポーラン
ド侵攻が始まった。多くのユダヤ人
が連行される中、動物園を営むヤン
とアントニーナは、彼らを救出し地下
の檻に匿うことに。しかし園内には常
にドイツ兵の監視の目が向けられて
いて…。深い愛と強い信念で、300人
もの命を救った実在の夫婦の物語。

ネイビーシールズ
ナチスの金塊を奪還せよ！

2017 / フランス - ドイツ / 1h45

スティーブン・クォーレ
サリバン・ステイプルトン/チャーリー・ビューリー

©2016 EUROPACORP - STUDIO BABELSBERG Credit : Reiner Bajo

1/12 -

リュック・ベッソン

1995年、紛争末期のサラエボ。マット
率いるネイビーシールズの５人は、上
官も手を焼くシールズきってのならず
者たち。彼らの今回のミッションは、
敵陣ど真ん中の湖の底からナチスの
隠し金塊３億ドルを奪還すること！タ
イムリミットは８時間。奇想天外な作
戦でド派手に暴れまくるぜ！

花筐 HANAGATAMI

©唐津映画製作委員会／ PSC 2017

1/27 - 2/2

1941年春、佐賀県唐津で暮らす叔母
の元に身を寄せる17歳の俊彦は、３
人の学友たちと勇気を試す冒険に興
じながら、女友達とも青春を謳歌して
いた。しかし彼らの純粋で自由な日常
はいつしか戦争の渦に飲み込まれ…。
大林宣彦監督がデビュー作以前に書
いていた幻の脚本を映画化。

パディントン２

2017 / イギリス / 1h44

ポール・キング
ベン・ウィショー / ヒュー・グラント

©2017 STUDIOCANAL S.A.S All Rights Reserved.

1/19 -

マイケル・ボンド

あの紳士すぎるクマが帰ってくる！世
界に１冊だけの飛び出す絵本をみつ
けたパディントンは、その絵本をおば
さんにプレゼントしようとバイトに精
を出していた。そんなある日、飛び出
す絵本が盗まれてしまう！濡れ衣を
着せられたパディントンは、真犯人を
捕まえることができるのか!?

2017 / イギリス - ポーランド / 1h36
ダグラス・ブース / ジェローム・フリン

ゴッホ 最期の手紙

©Loving Vincent Sp. z o.o/ Loving Vincent ltd.

1/20 - 2/2

ドロタ・コビエラ / ヒュー・ウェルチマン

「ひまわり」などの名画を残した画家
ゴッホ。しかし自殺とされるその最期
には不可解な謎が隠されている。ゴッ
ホから弟に宛てた手紙を託された青
年が、ふとしたことからゴッホの“ 真
実”を求めて旅をすることになり…。
125人の画家による“動く油絵”で描
かれたアート・サスペンス。

2017 / 日本 / 2h49
窪塚俊介/矢作穂香/常盤貴子/満島真之介

大林宣彦 檀一雄 

はじまりの街

2016 / イタリア-フランス/ 1h47

イヴァーノ・デ・マッテオ
マルゲリータ・ブイ/ヴァレリア・ゴリーノ

1/20 - 1/26

暴力をふるう夫から逃れるため、アン
ナは13歳の息子を連れてローマから
トリノに移り住む。しかし見知らぬ土
地での新生活は思うようにいかず、
親子の間にはすれ違いが生まれてき
て…。人生の再スタートに奮闘する母
子と彼らを温かく支える周囲の人々
を描き、深い感動を誘う人間ドラマ。

プラハのモーツァルト
誘惑のマスカレード

2016 / イギリス - チェコ / 1h43

ジョン・スティーヴンソン
アナイリン・バーナード/モーフィッド・クラーク

©TRIO IN PRAGUE 2016

1/27 - 2/2

1787年、オペラ「フィガロの結婚」で
注目を集めていたモーツァルトがプラ
ハに招かれる。そこで美貌のオペラ歌
手と恋に落ちるが、パトロンの男爵も
彼女を狙っていて…。史実から得た
着想を膨らませ、愛と陰謀渦巻くモー
ツァルトの危険な三角関係を描いた

「ドン・ジョヴァンニ」誕生秘話。

希望のかなた
©SPUTNIK OY, 2017

1/27 - 2/2

シリア内戦を逃れたカリードは、妹を
探してヘルシンキに流れ着く。難民へ
の差別と暴力にさらされるも、レスト
ランオーナーのヴィクストロムと仲間
たちは彼を雇用し、救いの手を差し
伸べるが…。不寛容の時代に抵抗す
るカウリスマキ監督の新たな傑作。

第 67 回ベルリン国際映画祭
銀熊賞（監督賞） 受賞

愛を綴る女

2016 / フランス - ベルギー / 2h00

ニコール・ガルシア
マリオン・コティヤール/ルイ・ガレル

1/27 - 2/2

南仏の小さな村に暮らすガブリエル
は、親が決めた相手と結婚させられて
しまう。お互いに愛情を持つことはな
く、やがて彼女に病が見つかる。そし
て療養のために訪れたアルプスの麓
で運命的な出会いが待っていて…。
１人の女性の波乱に満ちた17年の歳
月を描いた、真実の愛の物語。

©(2016) Les Productions du Tresor - Studiocanal - France 3 Cinema - Lunanime - 
Pauline's Angel - My Unity Production

2017 / フィンランド / 1h38
シェルワン・ハジ / サカリ・クオスマネン

アキ・カウリスマキ

光

2017 / 日本 / 2h17

大森立嗣
井浦新 / 瑛太 / 長谷川京子 / 橋本マナミ

©三浦しをん／集英社 ©2017「光」製作委員会

1/6 - 1/12

三浦しをん

島で暮らす中学生の信之は、恋人の
美花を守るため男を殺してしまう。25
年後、信之は妻子と、美花は芸能界
で華やかに生きていたが、過去を知
る幼馴染みが現れたことで忌まわし
い記憶に翻弄されていく。日常に潜む
暴力を描いた三浦しをんの野心作を、
鬼才・大森立嗣監督が映画化。

ダークタワー
The Dark Tower and all associated characters TM &©2017 MRC. The Dark Tower, the movie ©2017 CPII and MRC. All Rights Reserved.

1/27 -

少年ジェイクは毎夜同じ夢にうな
されていた。ある日、現実世界と
夢で見た《中間世界》と呼ばれる
異界が時空を超えて繋がってい
る場所を発見する。２つの世界の
バランスを保つ塔《ダークタワー》

の守護者【ガンスリンガー】と共に、
タワーの破壊を目論む【黒衣の男】と
の壮絶な戦いに挑む！

2017 / アメリカ / 1h35

ニコライ・アーセル
イドリス・エルバ / マシュー・マコノヒー

スティーヴン・キング

あしたは最高のはじまり

2016 / フランス - イギリス / 1h57

ユーゴ・ジェラン
オマール・シー / グロリア・コルストン

PHOTO: Julien PANIE

1/6 - 1/12

自由気ままに暮らすサミュエルは、か
つて関係を持った女性から彼の娘だ
という赤ん坊を託されてしまう。戸惑
いながらも友人に助けられ「男手ふた
つ」で赤ん坊を育てていくのだが…。

『最強のふたり』オマール・シー主演
による、少女と父親の絆を描いた感動
のエンターテインメント！

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


