
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 - 12/22

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！

阿修羅少女（アシュラガール）
BLOOD - C 異聞

2017 / 日本 / 1h30

藤咲淳一奥秀太郎
青野楓 / 松村龍之介 / 古田新太

©PRODUCTION I.G・CLAMP / ASURA GIRL PROJECT

12/9 - 12/15

Production I.G/CLAMP

戦前の日本、赤狩りと称して横暴を極
める特高警察。蹂躙された村人達は
限界を迎え、事態はやがて抗争へと
発展。混乱の最中、そこに見え隠れす
る「古きもの」を狩るため、日本刀を携
えた制服の少女・小夜が現れる。因
習と血脈で塗り固められた寒村を舞
台に、血で血を洗う惨劇の幕が開く！

きっと、いい日が待っている

2016 / デンマーク / 1h59

イェスパ・Ｗ・ネルスン
ラース・ミケルセン / ソフィー・グローベル

©2016 Zentropa Entertainments3 ApS, Zentropa International Sweden AB.

12/9 - 12/15

1967年、母親の入院により児童養護
施設に預けられた二人の兄弟。そこで
は、上級生のいじめと、教師による躾
という名の体罰が横行していた。ラー
ス・フォン・トリアー率いる製作会社
ツェントローパ所属の新鋭監督が実
際の事件をもとに、未来を拓こうと奮
闘する少年たちを描き出す。

パリ・オペラ座 夢を継ぐ者たち

2016 / フランス / 1h25

マレーネ・イヨネスコ
マチュー・ガニオ / アニエス・ルテステュ

©DelangeProduction 2016

12/9 - 12/15

創設から350年以上、世界最高峰の
バレエ団パリ・オペラ座に受け継がれ
続ける夢と伝統とは？ガニオ、ルテス
テュ、ロパートキナといった錚々たる
スターダンサーが登場し、その神秘の
ベールの裏側を垣間見せる。数々の
バレエ・ドキュメンタリーを手掛けて
きたイヨネスコ監督の集大成。

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

©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二人を待ち受
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二人に訪れる―。

映画 妖怪ウォッチ
シャドウサイド 鬼王の復活

2017 / 日本 / 時間未定

レベルファイブウシロシンジ
上白石萌音/千葉雄大/田村睦心/野沢雅子

©LEVEL-5 ／映画『妖怪ウォッチ』プロジェクト 2017

12/16 -

日野晃博

ケータたちの世界から30年後。人の
悪意に感染し増殖する妖怪ウイルス・
鬼まろが地球を襲っていた。人類滅
亡の危機を救えるのは、妖怪ウォッチ
に選ばれし者。なんとそれはケータの
娘・ナツメだった！妖怪アニメの大先
輩｢ゲゲゲの鬼太郎｣も登場！力を合
わせて世界の危機に挑む！

ル・コルビュジエとアイリーン
追憶のヴィラ

2015 / ベルギー - アイルランド / 1h48

メアリー・マクガキアン
オーラ・ブラディ / ヴァンサン・ペレーズ

©2014 EG Film Productions / Saga Film  ©Julian Lennon 2014. All rights reserved.

12/16 - 12/22

近代建築の巨匠ル・コルビュジエに
は、生涯で唯一その才能を羨んだと
言われる女性建築家がいた。その名
はアイリーン・グレイ。彼女の才能に
対するコルビュジエの称賛は、やがて
嫉妬に変わっていき…。実際の建築
や家具を用いた美しい映像で、２人の
天才建築家の知られざる愛憎を描く。

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.

12/23 - 1/5

金融投資会社のチン社長は多額の裏
金を増やし、国の権力者たちへ賄賂を
ばらまきビジネスを拡大してきた。キ
ム刑事はチン社長の側近で天才ハッ
カーのパクを捜査に加え、その悪徳
行為を追跡するが…。韓国史上最大
の金融詐欺事件を題材に、男たちの
思惑が激突するクライムアクション。

未成年だけどコドモじゃない

2017 / 日本 / 時間未定

英勉 
中島健人 / 平祐奈 / 知念侑李 / 山本舞香

©2017 「みせコド」製作委員会 ©2012 水波風南／小学館

12/23 -

水波風南

世間知らずのお嬢様・香琳が16歳の
誕生日に両親からプレゼントされた
のは、片想いの王子様・尚との結婚！
しかしときめく香琳に対して終始冷
たい態度の尚。そんな二人の結婚の
秘密を、香琳に想いを寄せる幼馴染
みの五十鈴に知られてしまい…。この
冬贈るコドモじゃない３人の恋物語！

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 -

中国の博物館に勤める考古学者の
ジャックは、同じく考古学者でヨガの
達人でもあるインド人のアスミタから
財宝探しを持ちかけられる。ジャッ
キーのカンフーが炸裂するのはもちろ
ん、インド映画お約束のダンスにも挑
戦！あらゆる映画の要素てんこ盛り
で贈るアクション・アドベンチャー！

パーフェクト・レボリューション

2017 / 日本 / 1h57

松本准平
リリー・フランキー / 清野菜名 / 小池栄子

©2017「パーフェクト・レボリューション」製作委員会

12/16 - 12/22

熊篠慶彦

脳性麻痺により車椅子生活を送るク
マは、障害者の性に対する理解を広
める活動を行っている。ある日、彼の
講演に心を動かされた風俗嬢ミツは
クマに猛アタック。幸せになれること
を証明しようとする二人だが…。難し
いテーマに軽やかに切り込んだ、ポッ
プで痛快なラブストーリー。

リングサイド・ストーリー

2017 / 日本 / 1h44

武正晴
佐藤江梨子 / 瑛太 / 有薗芳記 / 田中要次

©2017 Ringside Partners

12/23 - 12/29

無名役者でヒモ同然のヒデオを養う
ため、プロレス団体で働くカナコ。ある
日カナコが浮気をしていると勘違いし
たヒデオは、嫉妬のあまりとんでもな
い事件を起こしてしまう！『百円の恋』
の武正晴監督がリングサイドの裏側
で働く人々の苦悩や葛藤を描いた、
奇跡のファイト・ラブコメディ！ 

南瓜とマヨネーズ

2017 / 日本 / 1h33

冨永昌敬
臼田あさ美 / 太賀 / 浅香航大 / 若葉竜也

©魚喃キリコ／祥伝社・2017「南瓜とマヨネーズ」製作委員会

12/23 - 12/29

魚喃キリコ

同棲中の恋人の夢を叶えるため、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
のめり込んでいく。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冨
永昌敬監督が映画化！

サーミの血

2016 /スウェーデン-ノルウェー-デンマーク/ 1h48

アマンダ・シェーネル
レーネ＝セシリア・スパルロク/ミーア＝エリーカ・スパルロク

©2016 NORDISK FILM PRODUCTION

12/23 - 12/29

1930年代のスウェーデン。先住の少
数民族サーミ人は「劣った人種」とし
て迫害されていた。都会的なスウェー
デン人の少年と恋に落ちたサーミ人
の少女が、現状を脱したいと願い、家
族も故郷も捨てて街を目指すが…。
差別に屈せず、自由を求めて外の世
界に闘いを挑む少女の成長物語。

ある決闘 セントヘレナの掟

2016 / アメリカ / 1h50

キーラン・ダーシー＝スミス
ウディ・ハレルソン/リアム・ヘムズワース

©MISSISSIPPIX STUDIOS, LLC 2015

12/23 - 12/29

1880年代、メキシコとの国境を流れ
る川に多数の死体が流れ着く。テキサ
ス・レンジャーのデヴィッドは調査の
ために川上の町へ向かうが、そこでは、
説教師エイブラハムが人々の心を掌
握していた。デヴィッドの目撃した真
相とは。聖書的寓話とミステリーが織
りなすウェスタン・ノワール。

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に育て
られたメアリーは、学校に通い始め
たことで特別な才能(ギフテッド)が
発覚。フランクはメアリーを特別扱い
しないと決めていたが、教育方針の
違う彼の母は２人を引き離そうとし
て…。『（500）日のサマー』のＭ・ウェ
ブ監督が贈るヒューマンドラマ。

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

12/16 - 12/22

1919 年、ドイツ。戦争で婚約者フラン
ツを亡くしたアンナは、墓の前で花を
手向ける男に出会う。フランツの友人
だという男の思い出話にアンナの心
は癒されてゆくが、彼にはある秘密
があった。近年ますますその作家性と
娯楽性に磨きがかかる鬼才フランソ
ワ・オゾン監督の優美な一本。

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

エタニティ 永遠の花たちへ

2016 / フランス - ベルギー / 1h55

トラン・アン・ユン
オドレイ・トトゥ/メラニー・ロラン/ベレニス・ベジョ

©Nord-Ouest

12/30 - 1/5

マーク・リー・ピンビン

19世紀末のフランスを舞台に、三大
女優の競演で描くある大家族の物語。
季節が移り変わるように、人生にも歓
喜のときと悲しみのときがある。日々の
暮らしを丁寧に営む女性たちに慈し
みを注ぎ、生命の輝きを焼きつけたト
ラン・アン・ユン監督の映像はすべて
が絵画のように美しい。

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

12/30 - 1/5

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！

リベンジgirl
©2017「リベンジ girl」製作委員会

12/23 -

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

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 / アメリカ / 1h54

ケネス・ブラナー
ジョニー・デップ / ジュディ・デンチ

アガサ・クリスティ

オリエント急行殺人事件
©2017Twentieth Century Fox Film Corporation

12/8 -

フランスへ向かう豪華寝台列車
で殺人事件が発生。乗客・乗員
全員が容疑者の走る密室と化し
た車内で、名探偵エルキュール・
ポアロは隠された真実にどう立ち
向かうのか？名優ケネス・ブラ

ナーが主演と監督を兼ね、豪華キャ
ストが魅せるアガサ・クリスティの極
上ミステリー！

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

12/9 - 12/22

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。登竜門で
あるコンテストで優勝し順風満帆か
に思われたが、二人の描く未来にす
れ違いが生じる。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。

一礼して、キス

2017 / 日本 / 1h33

古澤健
池田エライザ/中尾暢樹/松尾太陽/鈴木勝大

©2017 加賀やっこ・小学館／「一礼して、キス」制作委員会

12/9 - 12/22

加賀やっこ

弓道部部長の岸本杏は、満足のいく
結果をだせないまま夏の大会を終え
てしまう。引退を決意し、二年生の三
神曜太に部長を引き継ごうとするが、
三神は杏に一途な想いを募らせてい
た。後輩男子と先輩女子のもどかしい
恋愛を描いた人気コミックが、旬の
若手キャストにより映画化！

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

12/30 - 1/5

早見和真

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 な々出会
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！

キングスマン  ゴールデン・サークル

©2017 Twentieth Century Fox Film Corporation

1/5 -

2017 / イギリス / 2h20

マシュー・ボーン
タロン・エガートン / コリン・ファース

世界的麻薬組織の攻撃により壊
滅した英国紳士スパイ機関キング
スマン。残されたエグジーらは、
コテコテのアメリカンな同盟機関
ステイツマンと合流し、敵の陰謀
を阻止する事に―。ノリノリでキ

レッキレの超過激スパイアクション
が、超個性的な新キャラクターを加
えて帰ってくる！

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

ジェイソン・ブラム

アフリカ系アメリカ人の写真家クリス
は、ある週末に白人の彼女の実家へ
招待される。不安とは裏腹に、過剰な
までの歓待を受けるクリス。だが黒人
の使用人がいることや、庭を走り去っ
た管理人の姿に、言い知れぬ違和感
を覚えるが…。映画の常識を覆す衝
撃のサプライズ・スリラー！

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

岡田惠和

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

12/30 - 1/5

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見て恋に落ちる
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！

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


