
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.

11/25 - 12/8

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！

シネマ歌舞伎 め組の喧嘩
© 篠山紀信

2017 / 日本 / 1h43
中村勘三郎/中村扇雀/中村橋之助/中村錦之助

11/25 -

品川の盛り場で鳶たちと力士たち
の小競り合いが発生した。それを収
めた「め組」鳶頭の辰五郎だったが

「鳶は力士より格下だ」と言われ面子
を潰されてしまい…。「火事と喧嘩
は江戸の華」中村勘三郎が魅せる、
江戸の男の生き様をお見逃しなく！
一般 2,100 円 / 学生・小人 1,500 円

ローガン・ラッキー

2017 / アメリカ / 1h59

スティーヴン・ソダーバーグ
チャニング・テイタム/ダニエル・クレイグ 

©2017 Incarcerated Industries Inc. All Rights Reserved.

11/18 -

不運続きで無職のローガン兄弟は、
爆弾のスペシャリストの囚人を脱獄
させ仲間にし、モーターレースの最
中に売上金を盗もうと企てるが…。
ソダーバーグの映画監督復帰作は、
チャニング・テイタムやダニエル・ク
レイグら豪華キャストが巻き起こす
クライム・エンターテインメント！

2017 / アメリカ / 2h01
ベン・アフレック / ガル・ガドット
ザック・スナイダー

ジャスティス・リーグ

11/23 -　

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くて…。
クセの強い超人たちをまとめきれるの
か？世界は 1 人では救えない！

©2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC AND 
RATPAC ENTERTAINMENT, LLC

プラネタリウム

2016 / フランス-ベルギー/ 1h48

レベッカ・ズロトヴスキ
ナタリー・ポートマン/リリー＝ローズ・デップ

©Les Films Velvet - Les Films du Fleuve - France 3 Cinema - Kinology - Proximus – RTBF

11/25 - 12/8

1930年代後半のフランス。ローラと
ケイトの姉妹は、死者を呼び寄せる
降霊術を披露し人気を博していた。映
画製作者のコルベンは、姉妹と協力し
てかつて無い映画を作ろうとするの
だが…？ そもそも姉妹には本当に“見
えている”のか？N.ポートマンとリリー
＝ローズ・デップ共演の話題作！

探偵は BAR にいる３

2017 / 日本 / 2h02

吉田照幸
大泉洋 / 松田龍平 / 北川景子 / 前田敦子

©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、人気シリーズ第３弾！
失踪した女子大生を調査する２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いき…。

８年越しの花嫁 奇跡の実話

2017 / 日本 / 1h59

瀬々敬久
佐藤健/土屋太鳳/北村一輝/浜野謙太/中村ゆり

©2017 映画「8 年越しの花嫁」製作委員会

12/16 -

YouTubeの動画をきっかけに、書籍
化もされた奇跡の実話を映画化。結
婚式の直前に原因不明の病に倒れ意
識不明となった花嫁。新郎は彼女の
側で回復を祈り続け、ようやく目を覚
ましてからも試練が２人を待ち受ける。
しかし結婚を約束してから８年、つい
に最高の奇跡が２人に訪れて…。

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の
主人、絵本作家、編集者と次 と々別人
に間違えられ、その都度「役」を演じ
るハメに。この鉢合わせが彼らの運命
を思わぬ方向へ導いて…。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傑作喜劇。

オン・ザ・ミルキー・ロード

2016 / セルビア-イギリス-アメリカ/ 2h05
モニカ・ベルッチ/スロボダ・ミチャロヴィッチ

©2016 LOVE AND WAR LLC

12/2 - 12/8

エミール・クストリッツァ

戦争の前線にミルクを届ける配達人
のコスタは、村の美女からの求婚にも
気のない様子。そこに彼女の兄の花嫁
が難民キャンプからやって来る。花
嫁とコスタは一目で恋に落ちるが…。
主演も兼ねたクストリッツァ監督待
望の新作は、生命力に満ち溢れた愛
の讃歌！期待を裏切らない傑作！

ポンチョに夜明けの風はらませて

2017 / 日本 / 1h30

廣原暁
太賀 / 中村蒼 / 矢本悠馬 / 染谷将太

©2017「ポンチョに夜明けの風はらませて」製作委員会

12/2 - 12/8

高校卒業を間近に控えた男子３人組。
冴えない高校生活にケリをつけよう
と卒業式乗っ取りライブを計画して
いたが、その前にふと旅に出ることに。
行く当ても目的もない旅で、様々な出
会いを経験するが…。若手実力派キャ
ストの揃い踏みで贈る、バカバカしく
て切ない青春ロードムービー！

南瓜とマヨネーズ

2017 / 日本 / 1h33

冨永昌敬
臼田あさ美 / 太賀 / オダギリジョー

©魚喃キリコ／祥伝社・2017「南瓜とマヨネーズ」製作委員会

12/9 - 12/15

魚喃キリコ

同棲中の恋人せいいちの音楽の夢
を叶えるため、内緒でキャバクラで
働くツチダ。そんなある日、かつての
恋人ハギオと再会し、過去にしがみつ
くように彼との関係にのめり込んで
いき…。脆く崩れやすい日常と、繊細
な心情を痛 し々いほどリアルに描い
た、魚喃キリコの代表作を映画化！

女神の見えざる手

2016 / フランス - アメリカ / 2h12

ジョン・マッデン
ジェシカ・チャステイン/マーク・ストロング

©2016 EUROPACORP-FRANCE 2 CINEMA

12/9 - 12/15

政治―それはロビイストの陰の活動
によって動かされる世界。銃規制派
のロビイスト会社に移籍したエリザ
ベスは、持ち前の天才的な戦略を駆
使して目的の達成に迫る。しかしそこ
に思わぬ事件が発生し…。ジェシカ・
チャステイン主演で、政治の舞台裏を
リアルに描いた社会派サスペンス。

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

12/23 - 12/29

1920年代、日本統治下の朝鮮。日本
の警察に所属する朝鮮人の男が、独
立運動組織「義烈団」にスパイとし
て接近するが…。名優ソン・ガンホ
と『新感染』のコン・ユが激突！娯楽
映画の達人キム・ジウン監督最新作
は、幾重にも罠が張り巡らされたス
リル満点のスパイ・サスペンス巨編 !!

Ryuichi Sakamoto：CODA

2017 / アメリカ - 日本 / 1h42

スティーブン・ノムラ・シブル
坂本龍一

©2017 SKMTDOC, LLC

12/16 - 12/22

世界的な音楽家・坂本龍一を５年
にわたり密着取材し、坂本自身が「全
てさらけだした」と語るドキュメンタ
リー。貴重なプライベート映像も交
えて音楽の変遷や社会運動との関わ
りを振り返るほか、がん治療後の復
帰作『レヴェナント』の劇伴音楽や、
最新アルバム制作の裏側にも迫る。

2017 / 日本 / 2h00

安藤尋
初音映莉子 / 高良健吾 / 村上淳 / 草刈民代

角田光代 大友良英

コードギアス
反逆のルルーシュ I  興道

2017 / 日本 / 2h15

谷口悟朗
福山潤 / 櫻井孝宏 / ゆかな / 小清水亜美

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

12/2 - 12/15

2006年にテレビシリーズ第 1 期
を放送し、今なお根強い人気を誇る

『コードギアス』が全 3 章劇場総集
編としてスクリーンに帰ってくる！
どんなことでも相手に命令を遂行さ
せられる絶対の力「ギアス」を得た
ルルーシュ＝「ゼロ」の壮絶な物語
は、ネクストステージへ突入！！　

月と雷
©2012 角田光代／中央公論新社 ©2017「月と雷」製作委員会

12/2 - 12/8

幼い頃に母が出奔した泰子は「普通
の家庭」を知らずに育った。大人に
なった今では婚約もし、ささやかな幸
福を手にしかけていたが、そこにかつ
て自分の家庭を壊した父の愛人の息
子が現れ…。角田光代の傑作小説を
原作に、普通の関係を築けない大人
たちの、切なく孤独な旅路を描く。

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

12/9 - 12/15

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

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

12/30 - 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！

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

仮面ライダー平成ジェネレーションズ FINAL
ビルド＆エグゼイドwith レジェンドライダー

「ビルド＆エグゼイド」製作委員会©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

12/9 -

謎の科学者が起動した巨大マシンに
より、突如仮面ライダービルドの世界
の上空にエグゼイドの世界が出現し、
２つの世界が激突する危機が訪れた。
残された時間は24 時間。未曽有の事
態にあの伝説の戦士たちが立ち上が
る！福士蒼汰ら元ライダー俳優陣が
豪華参戦する平成ライダー最終章！

ご注文はうさぎですか??
Dear My Sister

2017 / 日本 / 時間未定

橋本裕之
佐倉綾音/水瀬いのり/種田梨沙/佐藤聡美

©Koi・芳文社 / ご注文は製作委員会ですか？？

12/9 - 12/15

Koi

喫茶店・ラビットハウスに下宿しな
がら店員として働く主人公のココア。
下宿生活を始めてから２度目のある
夏の日、駅のホームには神妙な面持
ちのココアの姿が。彼女の目的は一
体…？ほのぼの日常生活とかわいい
キャラクターでアニメファンを魅了し
た「ごちうさ」待望の劇場版！

リベンジ girl
©2017「リベンジ girl」製作委員会

12/23 -

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
谷美鈴が魅せるラブコメディ！

2017 / 日本 / 時間未定

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

12/22 -

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

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

12/16 - 12/29  

スーザンはアートディーラーとして成
功するも、夫との関係は冷え切って
いた。そんな彼女のもとに、20年前
に別れた元夫から小説が届く。精神
的弱さを軽蔑していた彼の書いた物
語は衝撃的で、その非凡さにスーザ
ンは再会を望むようになるのだが…。
これは愛と復讐の極上のミステリー。

2017 / 日本 / 時間未定

上堀内佳寿也
犬飼貴丈/飯島寛騎/西銘駿/佐野岳/福士蒼汰

石ノ森章太郎

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。

関西ジャニーズJr.の
お笑いスター誕生！

2017 / 日本 / 1h32

石川勝己
西畑大吾 / 向井康二 / 室龍太 / 藤原丈一郎

©松竹

12/30 - 1/12

高校卒業後に漫才コンビを結成した
幼馴染みの高浜と稲毛。新人コンテ
ストで優勝し順風満帆かに思われた
が、２人の描く未来にすれ違いが生
じてきて…・。アクション俳優、忍者、
ミュージカルと歩んできた関西ジャ
ニーズ Jr.によるボケあり、ツッコミ
あり、涙ありの青春ストーリー。

ザ・サークル
©2017 IN Splitter, L.P. All Rights Reserved.

12/23 - 1/5

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。

三度目の殺人

2017 / 日本 / 2h04

是枝裕和 
福山雅治/役所広司/広瀬すず/満島真之介

©2017 フジテレビジョン　アミューズ　ギャガ

11/18 - 12/1

裁判をビジネスと割り切る弁護士。
会うたび供述が変わる前科持ちの
殺人犯。そして被害者の娘。１つの事
件が３人をつなぎ、やがて新たな事実
が浮かび上がる…。是枝監督と福山
雅治が再びタッグを組んで送る初の
法廷ドラマ。タイトル『３度目の殺人』
が意味するものとは果たして…？

関ヶ原
©2017 「関ヶ原」製作委員会

12/2 - 12/15

司馬遼太郎「関ケ原」初の完全映画
化！権諜渦巻く戦国の世で、正義を
信じ愛を貫く“純粋過ぎる武将”石田
三成と、天下取りの野望を抱く徳川
家康との、天下分け目の戦いが目前に
迫っていた。史上最大の合戦に向か
う武将たち、女たちの秘めた想い、誰
も知らない真実が今、明らかに！

2017 / 日本 / 2h29

原田眞人 
岡田准一 / 役所広司 / 有村架純 / 平岳大

司馬遼太郎

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


