
フラットライナーズ

2017 / アメリカ / 1h50

ニールス・アルデン・オプレヴ
エレン・ペイジ / ディエゴ・ルナ

2/3 - 2/16

死後の世界に興味を抱く５人の医学
生が、わずかの時間だけ心臓を止め
ることで臨死を体験する実験に熱中
する。実験は成功したかに見えたが、
やがて思いも寄らぬ恐ろしい影響が
現れはじめ…。1990年製作の同名映
画を現代風にリメイク。精神的な恐
怖が襲う戦慄のSFサイコスリラー。

ノクターナル・アニマルズ

2016 / アメリカ / 1h56

トム・フォード
エイミー・アダムス/ジェイク・ギレンホール

©Universal Pictures

上映中 - 2/9

スーザンのもとにかつての夫から著作
が届く。彼女に捧げられたその小説の
衝撃的な内容に驚き、彼との再会を望
むようになるスーザン。いったい彼の
目的とは…？『シングルマン』に続くト
ム・フォード監督第二作は、独自の美
学が貫かれた愛と復讐のミステリー。

第 73 回ヴェネチア国際映画祭
審査員大賞 受賞

MASTER ／マスター

2016 / 韓国 / 2h23

チョ・ウィソク
イ・ビョンホン/カン・ドンウォン/キム・ウビン

©2016 CJ E&M CORPORATION, ZIP CINEMA.ALL RIGHTS RESERVED.

上映中 - 2/2

詐欺ビジネスを展開する悪のカリスマ
＝イ・ビョンホン。執念の捜査で迫る
正義の刑事＝カン・ドンウォン。その
間で揺れる天才ハッカー＝キム・ウビ
ン。国境を越えて繰り広げられる三者
の攻防を、息詰まる心理的駆け引きと
ド迫力のアクションで描いた空前の
クライム・サスペンス大作！

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.

上映中 - 2/2

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。

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.

上映中 - 2/9

ドロタ・コビエラ / ヒュー・ウェルチマン

「ひまわり」など多数の名画を残した
画家ファン・ゴッホ。「自殺」とされる
その最期には不可解な真実が隠され
ている。「我々は自分たちの絵にしか
語らせることはできないのだ」。ゴッ
ホの言葉にのっとり、実写映画を６万
枚もの油絵で再現。大胆な手法で偉
大な画家の魂に迫る。

密偵

2016 / 韓国 / 2h20

キム・ジウン
ソン・ガンホ / コン・ユ / イ・ビョンホン

©2016 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

2/3 - 2/9

1920年代、独立運動団体「義烈団」
の監視を命じられた日本警察イ・ジュ
ンチュルは、義烈団のリーダー、キム・
ウジンに接近。双方の諜報戦が繰り
広げられるなか、義烈団は京城に爆
弾を運び込む計画を進めていた。『悪
魔を見た』のキム・ジウン監督が放つ
サスペンス巨編！

ダークタワー

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

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

上映中

スティーヴン・キング

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。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】との壮絶な戦いが始まる。

希望のかなた

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

©SPUTNIK OY, 2017

2/17 - 3/2

アキ・カウリスマキ

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

嘘八百

2018 / 日本 / 1h45

足立紳 / 今井雅子武正晴
中井貴一 / 佐々木蔵之介 / 友近 / 森川葵

©2018「嘘八百」製作委員会

2/24 - 3/9

茶と商人の街、堺。イカサマ古物商と
落ちぶれた陶芸家の冴えない骨董コ
ンビが“幻の利休の茶器”で一発逆
転の大勝負を仕掛ける。家族や大御
所鑑定士も巻き込んだ騙し合いは思
わぬ大騒動に発展し…。『百円の恋』
監督・脚本家が中井貴一＆佐々木蔵
之介主演で贈る初笑い開運コメディ！

不都合な真実２
放置された地球

2017 / アメリカ / 1h38

ボニー・コーエン / ジョン・シェンク
アル・ゴア

©2017 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

2/17 - 3/2

環境問題に警鐘を鳴らし、社会現象
にまで発展したドキュメンタリー『不
都合な真実』の続編。前作から10年、
アル・ゴア元米国副大統領は環境保
護への取り組みを必死に訴え続けて
いたが、自然環境の悪化は深刻さを
増している。ゴア氏の闘いと、危機に
瀕した地球の現実に迫った必見作。

婚約者の友人

2016 / フランス-ドイツ/ 1h53

フランソワ・オゾン
ピエール・ニネ / パウラ・ベーア

2/10 - 2/23

アンナは第一次大戦で死んだ婚約者
の墓前で涙を流す謎の男を目撃する。
男は婚約者の友人を名乗り、彼が語
る思い出話はアンナの心を癒した。し
かし男はある告白を残して失踪する。
男の行方を追うアンナがたどり着い
た真実とは…？Ｆ・オゾンの技巧が冴
え渡るエレガントなミステリー。

©2015 MANDARIN PRODUCTION–X FILME–MARS FILMS–FRANCE 2 CINEMA-FOZ-JEAN-
CLAUDE MOIREAU

2018 / アメリカ / 時間未定

ライアン・クーグラー
チャドウィック・ボーズマン/ルピタ・ニョンゴ

ケヴィン・ファイギ

空海−KU-KAI− 
美しき王妃の謎

2017 / 中国 - 日本 / 2h12 予定

チェン・カイコー
染谷将太/ホアン・シュアン/阿部寛/松坂慶子

©2017 New Classic Media, Kadokawa Corporation, Emperor Motion Pictures, Shengkai Film

2/24 -

夢枕獏

遣唐使として海を渡った若かりし日
の空海と、中国が誇る稀代の詩人・
白楽天。長安で出会った二人は都を
震撼させる怪事件を探り始める…。
名匠チェン・カイコーのもと、一流の
スタッフと日中を代表する豪華俳優
陣が結集。未曽有の大スケールで贈
る極上のエンターテインメント巨編。

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

上映中

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た―。『新参者』
シリーズ完結！感動のフィナーレへ。

不能犯

2018 / 日本 / 1h46

白石晃士
松坂桃李/沢尻エリカ/新田真剣佑/間宮祥太朗

©宮月新・神崎裕也／集英社　2018「不能犯」製作委員会

2/1 -

宮月新 / 神崎裕也

不能犯…思い込みやマインドコント
ロールで相手を殺す犯罪。死因が病
死や自殺、事故に見えるため、立証
不可能。見つめるだけで、相手を死に
追いやる「不能犯」の男（松坂桃李）
と、唯一コントロールできない女刑事

（沢尻エリカ）が繰り広げるスリラー・
エンターテインメント！

今夜、ロマンス劇場で

2018 / 日本 / 1h48

武内英樹
綾瀬はるか/坂口健太郎/本田翼/北村一輝

©2018 映画「今夜、ロマンス劇場で」製作委員会

2/10 -

映画監督を目指している青年・健司
は、ある日、通い慣れた映画館、ロマ
ンス劇場でモノクロの映画の中から
現れたお姫様・美雪と出会う。ワガマ
マなお姫様と、振り回される健司との
不思議な共同生活がスタートし、次
第に２人は惹かれあっていくのだが、
彼女には切ない秘密があった…。

勝手にふるえてろ

2017 / 日本 / 1h57

大九明子 
松岡茉優 / 渡辺大知 / 石橋杏奈 / 北村匠海

©2017 映画「勝手にふるえてろ」製作委員会

2/3 - 2/16

綿矢りさ

中学の同級生に10年間片思い中の24歳
の会社員ヨシカが会社の同僚に突然、告ら
れる。人生初の出来事に興奮するも、彼を
忘れられないヨシカが暴走する！『ちはや
ふる』で評価された松岡茉優初主演＆今
年の東京国際映画祭で観客から最も愛
された、綿矢りさ原作、大九明子監督作!!

第 30 回東京国際映画祭
観客賞 受賞

否定と肯定

2016 / イギリス - アメリカ / 1h50

ミック・ジャクソン
レイチェル・ワイズ/トム・ウィルキンソン

©DENIAL FILM, LLC AND BRITISH BROADCASTING CORPORATION 2016

2/24 - 3/9

デボラ・Ｅ・リップシュタット

ユダヤ人大量虐殺は無かったとするホ
ロコースト否定論者の著書を批判した
ユダヤ人歴史学者が、名誉毀損で提
訴された。裁判で勝つには強力な根
拠に基づいてホロコースト否定論を
崩さねばならない。世界が注目する
法廷闘争の行方は…。事実軽視の風
潮が強まる昨今、必見の実録ドラマ。

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

2/24 - 3/9

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！

はじめてのおもてなし

2016 / ドイツ / 1h56

サイモン・バーホーベン
センタ・バーガー/ハイナー・ラウターバッハ

3/3 - 3/16

妻の突然の宣言により、難民の青年
を受け入れたハートマン夫妻。だが、
文化の違いや偏見から大騒動に発展
してしまう。壊れかけの家族と、天涯
孤独の青年は平和な明日を手に入れ
ることができるのか。難民問題に揺れ
るドイツの実情をユーモアたっぷりに
描いたハートフルコメディ。

©2016 WIEDEMANN & BERG FILM GMBH & CO. KG / SENTANA FILMPRODUKTION GMBH 
/ SEVENPICTURES

名探偵コナン
純黒の悪夢（ナイトメア）

2016 / 日本 / 1h52

櫻井武晴静野孔文
高山みなみ/山崎和佳奈/小山力也/林原めぐみ

©2016 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

2/10 - 3/2

青山剛昌

黒の組織内部や謎の人物・安室透の
秘密が遂に明かされ、歴代興収記録
を更新する大ヒットとなった前作『純
黒の悪夢』が、コナン映画初となる４
DX上映決定！今年の新作『ゼロの
執行人』で再び登場し今度は敵とな
る（!?）安室透やコナンのアクション
を４DXの大迫力でお楽しみください！

ブラックパンサー
©2017 MARVEL

3/1 -

最新テクノロジーが発達した超文明
国ワカンダ。そこには、世界を揺るが
す秘密が隠されていた。その秘密が
今、悪しき者たちに暴かれようとして
いた。守るのは若き国王ティ・チャラ。
またの名を、ブラックパンサー。＜２つ
の顔＞を持つマーベル史上最も謎を
秘めた新ヒーロー登場！

オール・アイズ・オン・ミー

2017 / アメリカ / 2h19

ベニー・ブーム
ディミートリアス・シップ・Ｊｒ/カット・グレアム

©2017 Morgan Creek Productions, Inc.

2/24 - 3/9

伝説のラッパー、２PACことトゥパッ
ク・シャクールの波乱の生涯を描く
伝記ドラマ。トゥパックはスラムで生
まれ育ち、デビューするや瞬く間にス
ターとなる。しかし、ある日スタジオ
で強盗に襲撃される。九死に一生を
得た彼はノトーリアス・B.I.G.らライ
バルレーベルの犯行を疑うが…。

劇場版 「Fate/stay night [Heaven's Feel ] 」
 I.presage flower

2017 / 日本 / 2h00

須藤友徳
杉山紀彰 / 下屋則子 / 神谷浩史 / 川澄綾子

©TYPE-MOON・ufotable・FSNPC  ©TYPE-MOON

2/3 - 2/23

奈須きのこ/TYPE-MOON

手にした者の願いを叶えるという「聖
杯」をめぐり、魔術師たちが英霊を召喚
して戦う「聖杯戦争」を描いたヴィジュ
アルノベルゲーム『Fate/stay night』。
その３つ目のルート［Heaven's Feel］
が全三章で映画化。主人公の士郎を
慕う間桐桜を通じて明らかになる、聖
杯戦争の真実とは？

劇場版 進撃の巨人
Season２ 覚醒の咆哮

2018 / 日本 / 1h59

肥塚正史
梶裕貴 / 石川由依 / 井上麻里奈 / 神谷浩史

©諫山創・講談社／「進撃の巨人」製作委員会

2/17 - 3/2

諫山創

人類を捕食する巨人に戦いを挑む人
間たちを描いたベストセラーコミック

「進撃の巨人」劇場版アニメ第二弾。
壮絶な戦いのなか自ら巨人へと変貌
する力に目覚めたエレンが、新たな脅
威に立ち向かう姿を大迫力の４DX
で上映！お馴染み“立体起動装置”
の４DX演出も是非お楽しみに！

映画 ドラえもん
のび太の宝島

2018 / 日本 / 時間未定

今井一暁 
水田わさび/大原めぐみ/かかずゆみ/大泉洋

©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2018

3/3 -

藤子・F・不二雄

2018年のドラえもんは大海原へ！太
平洋上に突然現れた宝島を発見し、
船で向かったのび太たち。あと少し
で上陸というところで海賊に襲われ、
しずかちゃんがさらわれてしまう。は
たしてのび太たちの運命は？そして
宝島に眠る財宝に秘められた真実と
は…!?史上最大の冒険が始まる！

15時17分、パリ行き

2018 / アメリカ / 1h34 予定

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

©2016 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

3/1 -

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。

2017 / アメリカ / 2h22

キャスリン・ビグロー
ジョン・ボイエガ / ウィル・ポールター

デトロイト
©2017 SHEPARD DOG, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

3/3 - 3/16

1967年、デトロイト。黒人市民と警察
が対立し、街は戦場と化す。このアメ
リカ史上最大級の暴動のさなか、“戦
慄の一夜”に起きた恐るべき事件と
は… !?『ハート・ロッカー』『ゼロ・
ダーク・サーティ』のキャスリン・ビグ
ロー監督最高傑作！圧倒的な臨場感
で襲いかかる極限サスペンス!!

マーク・ボール
津端修一 / 津端英子

2016 / 日本 / 1h31

ナレーション：樹木希林伏原健之

人生フルーツ
© 東海テレビ放送

2/24 - 3/9

愛知県春日井市の高蔵寺ニュータ
ウンの一隅に暮らす、老建築家の津
端修一さんと英子さんの夫婦。自分
で雑木林を育て、その自然の恵みを
受けながら暮らす２人の、温かな愛
に満ちた日常を映し出すドキュメンタ
リー。本当の豊かさとは何か、深い思
索に心地よく誘われることでしょう。

ビジランテ

2017 / 日本 / 2h05

入江悠
大森南朋/鈴木浩介/桐谷健太/篠田麻里子

©2017「ビジランテ」製作委員会

2/17 - 3/2

父の死を機に三兄弟が久しぶりに再
会する。しかしまったく異なる人生を
歩んできた三人は、それをきっかけに
欲望とプライドが激突する凄惨な運
命に身を投じてゆく。大森南朋・鈴木
浩介・桐谷健太が三兄弟を熱演。入
江悠監督渾身のオリジナル脚本によ
る衝撃のバイオレンス・ノワール。

人生はシネマティック！

2016 / イギリス / 1h57

ロネ・シェルフィグ
ジェマ・アータートン / サム・クラフリン

©BRITISH BROADCASTING CORPORATION / THEIR FINEST LIMITED 2016

2/24 - 3/9

第二次大戦中のロンドン。英政府は
国民を鼓舞するため、ダンケルクの戦
いを描いたプロパガンダ映画を企画。
脚本を任されたのは、執筆経験ゼロ
のコピーライター秘書だった。軍部の
検閲や政府の要望に応えながら、映
画の完成に奮闘するが…。愛とユー
モアに満ちた感動の映画讃歌！

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


