
恋愛奇譚集

2017 / 日本 / 2h00

狗飼恭子倉本雷大
ヤオ・アイニン / 和田聰宏 / 福田麻由子 / 柳俊太郎

僕と世界の方程式

2014 / イギリス / 1h51

モーガン・マシューズ
エイサ・バターフィールド / レイフ・スポール

エイミー、エイミー、エイミー！ 
こじらせシングルライフの抜け出し方

2015 / アメリカ / 2h05

エイミー・シューマージャド・アパトー
エイミー・シューマー / ビル・ヘイダー

シチズンフォー
スノーデンの暴露

2014 / アメリカ-ドイツ / 1h54
エドワード・スノーデン / グレン・グリーンウォルド

NERVE／ナーヴ 
世界で一番危険なゲーム

2016 / アメリカ / 1h36

ヘンリー・ジュースト / アリエル・シュルマン
エマ・ロバーツ / デイヴ・フランコ

タンジェリン

2015 / アメリカ / 1h28

ショーン・ベイカー
キタナ・キキ・ロドリゲス / マイヤ・テイラー

家族の肖像 
デジタル完全修復版

1974 / イタリア-フランス / 2h01

ルキノ・ヴィスコンティ
バート・ランカスター/ヘルムート・バーガー

グリーンルーム

2015 / アメリカ / 1h35

ジェレミー・ソルニエ
アントン・イェルチン / イモージェン・プーツ

ユーリー・ノルシュテイン監督特集
「アニメーションの神様、その美しき世界」

1968 -1979 / ソ連 / 1h20
ユーリー・ノルシュテイン

変魚路（へんぎょろ）

2016 / 日本 / 1h21

高嶺剛
平良進 / 北村三郎 / 大城美佐子 / 川満勝弘

しゃぼん玉

2016 / 日本 / 1h48

東伸児
林遣都 / 市原悦子 / 藤井美菜 / 相島一之

サクロモンテの丘 
ロマの洞窟フラメンコ

2014 / スペイン / 1h34

チュス・グティエレス
クーロ・アルバイシン / ライムンド・エレディア

©2015 UNIVERSAL STUDIOS. ALL RIGHTS RESREVED.
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雨の日は会えない、
晴れた日は君を想う

2015 / アメリカ / 1h41

ジャン＝マルク・ヴァレ
ジェイク・ギレンホール / ナオミ・ワッツ

©2015 Twentieth Century Fox Film Corporation, Demolition Movie, LLC and TSG 
Entertainment Finance LLC. 

4/1 - 4/14

ハードコア

2016 / ロシア-アメリカ / 1h36

イリヤ・ナイシュラー
シャールト・コプリー / ダニーラ・コズロフスキー

©2016 STX FINANCING, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

4/1 -

大内泰

ローラ・ポイトラス

乃南アサ

人とのコミュニケーションは苦手だが、
数学に関しては天才的な才能を持つネ
イサン少年。数学オリンピックのイギリ
ス代表メンバーにも選ばれるが、代表
合宿で出会った中国チームの少女と
の出逢いが、数学しかなかった彼の人
生に変化をもたらし…。少年の成長が
清 し々い感動を呼ぶヒューマンドラマ。

台湾からの交換留学生の女子高生
ユーウェンは「バカみたいに見える」
という理由で、恋愛に冷めていた。
そんな彼女が、ホームステイ先の美
しい村で、様々な年代の様々な愛の
形に触れ、愛の意味を知っていく。

『共犯』で映画ファンを虜にしたヤ
オ・アイニン日本映画初主演作！

すべてのシーンがiPhone5Sだけで
撮影された新時代のガールズムー
ビー！クリスマスイブのロサンゼルス
を舞台に、トランスジェンダーの娼婦
シンディとアレクサンドラのカオスな
１日を、ときに過激なまでに赤裸々な
ユーモアを交えて描く。スマホ撮影だ
からこその瑞 し々い臨場感が新鮮！

平凡な女子高生がネット上の参加型
ゲーム“ナーヴ ”に挑戦することに。

「知らない男とキス」など、視聴者が
出す度胸試しの指令をクリアすると
賞金が手に入るルールだが、指令は
次第に過激さを増していき…。歯止
めがきかないネット文化の闇をリア
ルに描写したサスペンス・スリラー。

子供時代の経験のせいで真剣な恋
愛から逃げてきたエイミー。ある男
性との出会いをきっかけに、これまで
の生き方を見つめ直すことになるが
…。ＮＹ版こじらせ女子の恋の行方
は !?人気コメディエンヌのエイミー・
シューマーが贈る迷走ラブコメディ！
豪華カメオ出演者も見逃さないで！

“シチズンフォー”ことエドワード・ス
ノーデンが本作監督と秘密裏に接触
を図り、米国政府がひた隠す恐るべき
事実を次 と々証言する。衝撃の告発事
件の全貌をリアルタイムで記録した前
代未聞のドキュメンタリー。『スノーデ
ン』の大ヒットを受けて緊急再上映！

通り魔や強盗を繰り返す青年・伊豆
見は、逃走中の山村で怪我をした老
婆を助け彼女の家に世話になること
に。金を盗んで逃げるつもりが、老婆
や村人たちの温かさに触れるうち伊
豆見は失いかけていた人間性を取り
戻してゆく。宮崎県の大自然を舞台に
青年の心の旅路を描く感涙のドラマ。

「家族の肖像」と呼ばれる団らん画の
コレクションに囲まれて、ローマの
豪邸に一人暮らす老教授。失われ
ゆくものたちに埋もれながら孤独に
生きてきた彼の生活は、ある家族の
闖入によってかき乱されてゆく。車椅
子を操り、気迫と執念で撮り上げた
ヴィスコンティ後期の最高傑作。

売れないパンクバンドがライブハウス
で殺人現場を目撃したことから、そ
こを根城とする狂気のネオナチ集団
に命を狙われてしまう。楽屋（グリー
ンルーム）に立てこもり、何とか脱出
を企てるが…。扉を開けたら殺され
る！タランティーノも太鼓判を押した
超緊迫のサバイバル・スリラー!!

宮崎駿や高畑勲も敬愛するアート・
アニメーションの世界的巨匠ノル
シュテインの６作品特集上映。『25
日・最初の日』『ケルジェネツの戦
い』『キツネとウサギ』『アオサギと
ツル』、そして人類の宝ともいえる大
傑作『霧の中のハリネズミ』『話の話』
が最高の画質・音質でよみがえる！

カルト的傑作『ウンタマギルー』の高
嶺剛、18年ぶりの劇映画監督作！死
に損ないばかりが暮らすパタイ村を
追われるハメになったタルガニと親友
のパパジョー。時間の狂った不思議
な世界に迷い込んだ逃避行の行方は
…。沖縄の風土に根ざした高嶺ワー
ルドが全開の幻想的ロードムービー。

見知らぬ研究施設で目覚め、事故で
激しく損傷した自分の肉体がサイボー
グ化されているのを知ったヘンリー。
謎の組織にさらわれた妻を救うため、
超人的な能力を発揮して敵に立ち向
かう！全編が主人公の主観映像で構
成された究極の体感アクションムー
ビー。驚愕の映像革命を目撃せよ！

交通事故で妻が死んだ。一滴の涙も
出ないデイヴィスは、無くしてしまっ
た感情を取り戻すため、身の回りの
あらゆる物を破壊し始めた。すると
妻が遺していた幾つものメモが見つ
かって…。独りの男が新しい人生の
１歩を踏み出そうともがき、その先に
見つけた本当に大切なものとは？

かつて迫害を受けていたロマたちが
“洞窟フラメンコ”を生み出し、国際
的なフラメンコのスターも多数輩出
したスペインのサクロモンテ地区。こ
の地のコミュニティに秘められた激
動の歴史をたどり、そのほとばしる
情熱に世界が熱狂したフラメンコの
神髄に迫る貴重なドキュメンタリー。

ナイスガイズ！

2016 / アメリカ / 1h56

シェーン・ブラック
ラッセル・クロウ / ライアン・ゴズリング

©2016 NICE GUYS, LLC

上映中

腕力自慢の示談屋と冴えない私立探
偵がひょんなことからコンビを結成し、
ある事件の捜査を開始。簡単に解決
するはずが、いつしか国家を揺るがす
陰謀に巻き込まれ、殺し屋から命を
狙われることに…。ラッセル・クロウ
＆ライアン・ゴズリング豪華競演の痛
快バディ・アクション・ムービー！

ネオン・デーモン

2016 / アメリカ - フランス 他 / 1h58

ニコラス・ウィンディング・レフン
エル・ファニング / キアヌ・リーヴス

©2016, Space Rocket, Gaumont, Wild Bunch

2/25 - 3/17

トップモデルへの階段を駆け上がる
16歳のジェシー。嫉妬に狂ったライ
バルたちの異常な復讐、そして巨大
な野心の目覚めが引き起こす衝撃の
結末とは…!? Ｎ・Ｗ・レフンがスタイ
リッシュに描く、美にとり憑かれた女
たちの悪夢。かつてなく妖艶なエル・
ファニングの美しさも危険すぎる。

疾風スプリンター

2015 / 香港 - 中国 / 2h05

ダンテ・ラム 
エディ・ポン / チェ・シウォン / ショーン・ドウ

©2015 Emperor Film Production Company Limited All Rights Reserved

3/11 - 3/24

強豪自転車チームに加入したチウ・
ミンとティエン。二人はエースのチョ
ン・ジウォンからその座を奪うため、
必死に努力を重ね固い絆で結ばれて
いくが、資金難からチームは解散す
ることになり…。自転車レースに全
てを賭ける男たちを描く、本格ロー
ドレース・エンターテインメント！

2016 / アメリカ / 2h08

デイミアン・チャゼル
ライアン・ゴズリング / エマ・ストーン

ラ・ラ・ランド
Photo credit: EW0001: Sebastian (Ryan Gosling) and Mia (Emma Stone) in LA LA LAND. 

Photo courtesy of Lionsgate. ©2016 Summit Entertainment, LLC.

上映中

『セッション』で旋風を巻き起こしたＤ・
チャゼル監督最新作。夢を追いかける
人々が集う街、ロサンゼルス。女優の
卵と不遇なジャズピアニストの恋を、
往年の名作を彷彿とさせるゴージャ
スでロマンチックな歌とダンスで描く。
本年度最注目の傑作ミュージカル！

4/1 - 4/14

ジャッキー 
ファーストレディ 最後の使命

2016 / アメリカ-チリ-フランス / 1h39
ナタリー・ポートマン/ピーター・サースガード

©2016 Jackie Productions Limited

3/31 -

ケネディ大統領が永遠に人々の心に生
き続けることになった陰には、妻ジャッ
キーの知られざる闘いがあった。暗殺
された最愛の夫を過去の人にさせない
ために彼女が挑んだ “最後の使命”を
描き、主演Ｎ・ポートマンを筆頭に賞
レースを席巻した珠玉の伝記ドラマ。

エゴン・シーレ 死と乙女

2016 / オーストリア-ルクセンブルク/ 1h49

ディーター・ベルナー
ノア・サーベトラ / マレシ・リーグナー

©Novotny & Novotny Filmproduktion GmbH

28歳の若さで早逝した異端の天才
画家エゴン・シーレの名画「死と乙
女」に秘められた愛の物語を綴る伝
記ドラマ。16歳でヌードモデルを務
めた妹ゲルティと、クリムトから紹介
されたモデルのヴァリとの濃密な愛
の日々を通じて、芸術を追及し続け
るシーレの姿を赤裸々に炙り出す。

息の跡

小森はるか

東日本大震災の津波で流されてし
まった岩手県陸前高田市の住宅兼
店舗の種苗店を、自力で立て直して
営業を再開した佐藤貞一さん。不得
意な外国語で自身の体験を書き続
け、津波被害の歴史を調べ続ける佐
藤さんの日 を々、映像作家・小森は
るかが記録したドキュメンタリー。

2016 / 日本 / 1h33
パブロ・ラライン ダーレン・アロノフスキー

第89回アカデミー賞 
史上最多タイ14 ノミネート

第73回ヴェネツィア国際映画祭 
脚本賞受賞

第87回アカデミー賞 
長編ドキュメンタリー賞受賞

たかが世界の終わり

2016 / カナダ-フランス / 1h39

グザヴィエ・ドラン
ギャスパー・ウリエル / レア・セドゥ

©Shayne Laverdière, Sons of Manual

3/25 - 4/14

「もうすぐ死ぬ」と家族に告げるため、
12年ぶりに帰郷した人気作家のルイ。
再会した家族とのぎこちない時間は、
やがてそれぞれが隠していた思わぬ
感情のぶつけ合いとなる。愛と葛藤
を描き続けたドランがたどり着いた答
え、それはあなたを導く愛の物語。

第 69 回カンヌ国際映画祭 
グランプリ受賞

ホームレス 
ニューヨークと寝た男

2014 / オーストリア- アメリカ / 1h23
マーク・レイ

©2014 Schatzi Productions/Filmhaus Films. All rights reserved

3/18 - 3/31

トーマス・ヴィルテンゾーン

ＮＹのファッションモデル兼フォトグ
ラファー、マーク・レイ。華やかな
生活を送っているように思われるが、
実は家を持っていない。彼が雑居ビ
ルの吹きさらしの屋上で寝起きする
生活を選んだ理由とは？“世界一ス
タイリッシュなホームレス”の日常に
密着した異色のドキュメンタリー。

男と女

2016 / 韓国 / 1h55

イ・ユンギ
チョン・ドヨン / コン・ユ

©2016 showbox and bom film productions ALL RIGHTS RESERVED.

3/18 - 3/31

冬のフィンランドで偶然出会ったサ
ンミンとギホン。お互いに家族を持
つ２人は一夜限りの恋として体を重
ね、名前も知らないまま別れる。８ヶ
月後、ソウルでの単調な日常に戻っ
ていたサンミンの前に突然ギホンが
現れ…。チョン・ドヨン、コン・ユ
主演で描く禁断のラブストーリー。

2015 / アメリカ - モロッコ / 2h08

ヴェルナー・ヘルツォーク
ニコール・キッドマン / ジェームズ・フランコ

©2013 QOTD FILM INVESTMENT LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

3/4 - 3/24

イギリスの上流階級出身ながら、ア
ラビアの砂漠に魅了され、“イラク建
国の母”と呼ばれることになるガート
ルード・ベルの実話を、鬼才ヴェル
ナー・ヘルツォークがニコール・キッ
ドマン主演で映画化。アラビアの地
に情熱を注いだ波瀾の半生はまさに
女性版『アラビアのロレンス』。

アラビアの女王
愛と宿命の日々

東京ウィンドオーケストラ

2016 / 日本 / 1h15

坂下雄一郎
中西美帆 / 小市慢太郎 / 松木大輔 / 星野恵亮

© 松竹ブロードキャスティング

3/4 - 3/17

屋久島のコンサートに招待されたア
マチュア楽団。有名オーケストラと
間違われていることに気づいて逃げ
出そうとするも、騒動の発端となっ
た役場の職員は彼らを“本物”に仕立
て上げようとして…。『滝を見にいく』

『恋人たち』を製作したプロジェクト
の第３弾は笑いと感動の狂騒曲！

スノーデン

2016 / アメリカ-ドイツ-フランス/ 2h15

オリバー・ストーン
ジョセフ・ゴードン＝レヴィット / シャイリーン・ウッドリー

©2016 SACHA, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

上映中

世界中のメールや通話は米国政府に
監視されている―。元ＣＩＡ職員が国
家の最大機密を暴露し、世界を震撼
させた “スノーデン事件”。スノーデ
ンはなぜ政府を裏切ったのか。彼は
英雄か、犯罪者か。社会派エンタテ
インメントの巨匠オリバー・ストーン
監督が真実に肉薄した実録ドラマ。

光をくれた人

2016 / アメリカ - オーストラリア 他 / 2h13

デレク・シアンフランス
マイケル・ファスベンダー / アリシア・ヴィキャンデル

©2016 STORYTELLER DISTRIBUTION CO., LLC

3/31 -

子供に恵まれない灯台守の夫婦が暮
らす孤島に赤ん坊が流れ着く。２人
はその赤ん坊を我が子として育てる
ことを決意。幸せな日々が続いてい
たが、そこに実の母親が現れ…。『ブ
ルーバレンタイン』の監督がＭ・ファ
スベンダー＆Ａ・ヴィキャンデル競演
で描く、深い深い愛と葛藤の物語。

チア☆ダン 女子高生がチアダンスで
全米制覇しちゃったホントの話

2017 / 日本 / 2h01

河合勇人
広瀬すず / 中条あやみ / 福原遥 / 天海祐希

©2017 映画「チア☆ダン」製作委員会

3/11 -

高校に進学した友永ひかりは、軽い
気持ちでチアダンス部に入部する。
だが待ち受けていたのは、全米大会
制覇を目標に掲げる鬼顧問と、過酷
な練習だった！2009年に全米チアダ
ンス選手権で優勝した福井商業高
等学校をモデルに、普通の女子高生
たちの挑戦を描いた青春ドラマ！

LION ／ライオン 
25年目のただいま

2016 / オーストラリア / 1h59

ガース・デイヴィス
デヴ・パテル / ルーニー・マーラ

©2016 Long Way Home Holdings Pty Ltd and Screen Australia

4/7 -

1986年インド。５歳のサルーは、仕事
を探しにでかけたカルカッタ市内の
電車の中で迷子になる。やがて養子
に出されオーストラリアで成長する
サルー。それから25年後、おぼろげ
な記憶とGoogleEarthを頼りに故郷
を探す試みを始めるのだった。本年
度アカデミー賞ノミネートの感動作。

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


