
レゴ® ニンジャゴー 
ザ・ムービー

2017 / アメリカ / 時間未定

チャーリー・ビーン 
山寺宏一 / 沢城みゆき / 出川哲朗

©2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED.

9/30 -

世界中に吹き荒れるレゴ旋風の中、
あの超人気アニメが映画になった！
平和な街に現れた最強の敵・ガーマ
ドンを倒すべく集まったのは、やる気
満々だけど修行不足な６人のニン
ジャたち。新型メカとそれぞれの必
殺技を駆使し、力を合わせて悪に立
ち向かう！さあ出番だ、ヒーローたち！

ユーリ!!! on ICE 4DX Vol.２〜 Vol.３

© はせつ町民会／ユーリ !!! on ICE 製作委員会

9/30 - 10/13

昨年冬に放映され熱烈なファンを
生み出した本格フィギュアスケー
トアニメ「ユーリ!!! on ICE」が
４DXになって帰ってくる！驚異
的なクオリティで視聴者を圧倒し
た、様々な選手たちによる“氷上

の舞い”が、４DX演出でさらに冴え
わたりスクリーンによみがえる！
特別料金：2,500 円均一

2017 / 日本 / 各1h25 予定

山本沙代
豊永利行/内山昂輝/諏訪部順一/細谷佳正/宮野真守

久保ミツロウ

レイルロード・タイガー

2016 / 中国 / 2h04

ディン・シェン
ホアン・ズータオ/池内博之

9/30 - 10/6

ジャッキー最新作は、普通の男たちが
超重大ミッションに巻き込まれてしま
う痛快アクション・コメディ！1941年、
中国。鉄道内で日本軍の物資を盗み
出す“レイルロード・タイガース”と呼
ばれる男たちがいた。ある日、負傷兵
を助けたことから、橋の爆破計画に
挑むことになり…!?

©2016 BEIJING SPARKLE ROLL MEDIA CORPORATION SHANGHAI FILM GROUP CO., LTD. 
BEIJING GOING ZOOM MEDIA CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

ジャッキー・チェン

僕のワンダフル・ライフ

2017 / アメリカ / 1h40

ラッセ・ハルストレム 
ブリット・ロバートソン/ K・J・アパ/デニス・クエイド

©2017 Storyteller Distribution Co., LLC and Walden Media, LLC

9/29 -

飼い主イーサンへの想いから生まれ
変わりを繰り返し、再び彼の元へと辿
り着く飼い犬ベイリーの物語。注目は
この２人の物語だけではなく、生ま
れ変わった犬と、その飼い主それぞ
れの人生も丁寧に描かれていること。
名手Ｒ・ハルストレムによる、犬と人
との感動のオムニバス・ドラマ。

スキップ・トレース

2016 / アメリカ - 中国 - 香港 / 1h47

レニー・ハーリン
ジョニー・ノックスビル/ファン・ビンビン

10/7 - 10/20

ジャッキー・チェン

香港の刑事ベニーはアメリカ人詐欺
師のコナーを追って単身ロシアへ乗
り込む。逮捕したのも束の間、なぜか
様々な組織に追われる羽目に ! 厄介
者のコナーに怒り心頭のベニー。相
性最悪コンビの大逃亡の行方は!?
ジャッキーが20年以上温めてきた企
画を『ダイ・ハード２』の監督が映画化！

©2015 TALENT INTERNATIONAL FILM CO., LTD. & DASYM ENTERTAINMENT, 
LLC ALL RIGHTS RESERVED

八重子のハミング
©Team「八重子のハミング」

10/7 - 10/20

山口県萩市に暮らす石崎誠吾・八
重子夫婦。誠吾は家族の支えにより、
４度にわたる癌の手術から生還する。
しかしその後に待っていたのは妻・
八重子の認知症の発症だった。誠吾
は、徐 に々記憶を失っていく妻を介護
することになるのだが…。実話に基
づく、とある夫婦の深い愛の物語。

2016 / 日本 / 1h52

佐々部清 
升毅 / 高橋洋子 / 文音 / 中村優一 / 安倍萌生

陽信孝

ベイビー・ドライバー
©2017 Sony Pictures Digital Productions Inc. All rights reserved.©2017 TRISTAR PICTURES, INC. ALL RIGHTS RESERVED

9/30 - 10/20

日頃から耳鳴りに悩むベイビーは、
音楽を聴くことで覚醒し天才的な
ドライバーに変貌する。闇の組織の
運転手として働いていたが、恋人
の存在を組織に知られてしまい…。
ギアチェンジ、車の排気音、銃撃音、

クラッシュまでもが“音楽”とシンクロ
するカーチェイス・シーンは必見！
10/14 - 20は４DX 版を上映！

2017 / アメリカ / 1h55

デヴィッド・リーチ
シャーリーズ・セロン/ジェームズ・マカヴォイ

アトミック・ブロンド
©2017 COLDEST CITY, LLC.ALL RIGHTS RESERVED.

10/20 -

潜入・脱出・接近戦を得意とする女
スパイ、ロレーン。世界を揺るがす最
高機密を奪還するため、冷戦末期の
ベルリンへと潜入する。各国のスパイ
に狙われ、真実も嘘も、敵も味方もわ
からない。果たしてロレーンと世界の
運命は―？C・セロンが魅せるスタ
イリッシュ ･ スパイアクション !

ハイドリヒを撃て！
「ナチの野獣」暗殺作戦

2016 /チェコ-イギリス-フランス/ 2h00

ショーン・エリス
キリアン・マーフィ / ジェイミー・ドーナン

©2016 Project Anth LLC All Rights Reserved.

10/14 - 10/27

第２次大戦下、ユダヤ人大量虐殺を
主導するナチス第３の実力者ラインハ
ルト・ハイドリヒの暗殺が計画される。
ハイドリヒが支配するチェコに潜入し
た暗殺部隊のガブチークとクビシュ
は、レジスタンスと協力しながら襲撃
の機会を窺うが…。壮絶な事件の
顛末を活写した史実サスペンス。

バリー・シール  アメリカをはめた男

©Universal Pictures

10/21 -

2017 / アメリカ / 1h55 予定

ダグ・リーマン
トム・クルーズ / ドーナル・グリーソン

1970年代、天才パイロットとして
活躍後、CIAからスカウトされ極
秘任務に参加、さらに麻薬の密輸
で巨額の富を得た天才的“運び
屋”バリー・シールの衝撃の実話
を映画化。トム・クルーズがキャ

リア史上最高のワルを演じ、スリル、
アクション、コメディなど、エンタメ
要素全開で描く！

2017 / 日本 / 1h37

福田雄一
山崎賢人 / 橋本環奈 / 新井浩文 / 吉沢亮

麻生周一

斉木楠雄のΨ難
© 麻生周一／集英社・2017 映画「斉木楠雄のΨ難」製作委員会

10/21 -

生まれながらにとんでもない超能
力を与えられた高校生・斉木楠
雄。一大イベントである文化祭を
無事にやり過ごしたいだけの斉
木に災難がふりかかりまくり、地
球滅亡の危機?! やっかいな恋と

友情、そして超能力が吹き荒れる！
笑いが全てを吹き飛ばす、学園エン
タテインメント超大作！

氷菓

2017 / 日本 / 1h54

安里麻里
山崎賢人/広瀬アリス/本郷奏多/小島藤子

©2017「氷菓」製作委員会

11/3 -

米澤穂信

「無駄なことはしたくない」“省エネ主
義”がモットーの高校生、折木奉太
郎。ひょんなことから古典部に入部
した奉太郎はそこで出会った美少
女、千反田えると共に学園に潜む謎
を次 と々解き明かしていくのだが…。
人気作家・米澤穂信の青春ミステ
リー、待望の実写映画化。

交響詩篇エウレカセブン
ハイエボリューション 1

2017 / 日本 / 1h33

清水久敏京田知己
三瓶由布子/名塚佳織/辻谷耕史/森川智之

©2017 BONES Project EUREKA MOVIE

10/28 - 11/10

2005年に放送され、多くの共感を呼ん
だアニメ『交響詩篇エウレカセブン』
が、台詞、映像を再構築し、劇場３部
作として始動！新たに描かれる物語
の発端「ファースト・サマー・オブ・
ラブ」。そして、少年レントンと少女エ
ウレカの出会いから、人類と異種知性
体スカブコーラルの未来が始まる。

佐藤大

ラストレシピ  麒麟の舌の記憶

©2017 映画「ラストレシピ　麒麟の舌の記憶」製作委員会 ©2014 田中経一／幻冬舎

11/3 -

2017 / 日本 / 2h06

滝田洋二郎
二宮和也/西島秀俊/綾野剛/宮崎あおい / 竹野内豊

田中経一

1930年代の満州で天皇の料理番
が考案した幻のフルコース。それ
を現代に蘇えらせる使命を受け
たのは、一度食べたらどんな味で
も再現できる料理人。歴史に消え
たレシピを追う内、次第に明らかに

なる事実。最後の一皿に隠された壮
大な愛とは…？監督は『おくりびと』
の滝田洋二郎。

秋元康

亜人

2017 / 日本 / 1h49

本広克行
佐藤健 / 玉山鉄二 / 城田優 / 綾野剛

©2017 映画「亜人」製作委員会 ©桜井画門／講談社

9/30 -

桜井画門

【亜人】…それは絶対に死なない、姿
形は人間と変わらない新人類。研修
医の永井圭は交通事故により亜人と
判明し、亜人VS国家、亜人VS亜人
との戦いに巻き込まれてゆく…。本
広克行監督×佐藤健×『るろうに剣
心』アクションチームが魅せる亜人
達のエンドレス･リピート･バトル！

2017 / アメリカ / 1h53

エドガー・ライト
アンセル・エルゴート/リリー・ジェームズ

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

10/21 -

「リーガルハイ」などの人気脚本家・古
沢良太待望の最新作の舞台はなんと
“卓球”！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、笑いと感動のロマンティックコメディ。

アウトレイジ 最終章

©2017「アウトレイジ　最終章」製作委員会

10/7 -

韓国の国際的フィクサー【張グループ】
と日本の巨大暴力団組織【花菱会】に
よる全面戦争が勃発した。過去の清
算を図る大友や、これを機に下克上を
狙う者など、それぞれが様々な思いを
内に秘めつつ、先の見えない道を突
き進んでいく。人気バイオレンス・シリー
ズがいよいよ完結。

2017 / 日本 / 1h44
ビートたけし/西田敏行/大森南朋/大杉漣

北野武

新感染 ファイナル・エクスプレス

2016 / 韓国 / 1h58

ヨン・サンホ 
コン・ユ/チョン・ユミ/マ・ドンソク/キム・スアン

10/7 - 10/27

韓国アニメに革命を起こした新鋭ヨ
ン・サンホ監督の初実写長編。時速
300㎞で走り続ける高速鉄道で突
如謎のウイルス感染が発生。終着
駅までの２時間、密室の車内でゾン
ビと化した感染者と乗客の生死をか
けた戦いが始まるー。
10/21- 27は４DX 版を上映！

©2016 NEXT ENTERTAINMENT WORLD & REDPETER FILM. All Rights Reserved.

ボブという名の猫
幸せのハイタッチ

2016 / イギリス / 1h43

ロジャー・スポティスウッド
ルーク・トレッダウェイ/ジョアンヌ・フロガット/ボブ（猫）

©2016 STREET CAT FILM DISTRIBUTION LIMITED ALL RIGHTS RESERVED.

10/21 - 11/3

どん底の生活を送るストリート・ミュー
ジシャンのジェームズの前に、怪我を
した一匹の猫が現れる。ボブと名付け
世話をしてやったことをきっかけに、
それから２人は相棒に。やがて彼らの
動向は世間の注目を集めるようにな
り…。心温まる実話の映画化。ボブは
本人（猫）が演じている。

2017 / 日本 / 1h53

岡田麿里三木孝浩
生田斗真 / 広瀬すず / 竜星涼 / 森川葵

河原和音

先生！
、、、好きになってもいいですか？

© 河原和音 / 集英社 ©2017 映画「先生！」製作委員会

10/28 -

ちょっと不器用な高校２年の響(ひび
き)が生まれて初めてした恋。その相
手は口ベタだけれど生徒想いな世界
史の先生だった―。生田斗真と広瀬
すずを主演に迎え、少女コミックの名
作を実写化！かつて恋に涙したこと
がある人たちへ贈る、教師と生徒のま
ぶしいほど純粋なラブストーリー！

映画 キラキラ☆プリキュアアラモード
パリッと！想い出のミルフィーユ！

2017 / 日本 / 時間未定

土田豊 
美山加恋/福原遥/村中知/藤田咲/森なな子/水瀬いのり

©2017 映画キラキラ☆プリキュアアラモード製作委員会

10/28 -

フランスで開催されるスイーツコン
テストに出場することになったキラパ
ティメンバーたち。だけどシエルがな
ぜか絶不調。お菓子作りもプリキュ
アへの変身も失敗ばかり。そんな中、
パティシエを襲う謎の怪物が出現し
て…。今回のプリキュアは、スイーツ
の街パリを舞台に大活躍！

2017 / アメリカ / 2h43
ライアン・ゴズリング / ハリソン・フォード
ドゥニ・ヴィルヌーヴ リドリー・スコット

パターソン

2016 / アメリカ / 1h58

ジム・ジャームッシュ
アダム・ドライバー/ゴルシフテ・ファラハニ /永瀬正敏

©2016 Inkjet Inc. All Rights Reserved.

10/14 - 10/20

ニュージャージー州パターソンで妻、
愛犬と平穏に暮らすパターソン。彼は
バス運転手であると同時に詩人でも
ある。そんな彼が過ごす何気ない７日
間を優しく、そして瑞 し々く描いたま
るで詩のような映画。インディペンデ
ント界の巨匠ジム・ジャームッシュ監
督の４年ぶりの新作。

マイティ・ソー バトルロイヤル

2017 / アメリカ / 時間未定

タイカ・ワイティティ
クリス・ヘムズワース / トム・ヒドルストン

©Marvel Studios 2017

11/3 -

『マイティ･ソー』シリーズ第３弾。ソー
の前に突如現われた“死の女神”ヘ
ラ。彼女はソーの武器ムジョルニアを
いとも簡単に破壊し、アスガルドへ攻
撃を始めた。ヘラの復讐と野望を知っ
たソーは、盟友ハルク、女戦士ヴァル
キリー、そして宿敵ロキと型破りの
チームを組み極限のバトルに挑む！

※上映日変更となりました

ブレードランナー 2049
©2017 Sony Pictures Digital Productions Inc. All rights reserved.

10/27 -

リドリー・スコット監督によるSF
映画の金字塔『ブレードランナー』
の続編が遂に登場！『メッセージ』
のドゥニ監督がメガホンを取り、
新人ブレードランナー“K” 役に

『ラ・ラ・ランド』のライアン・ゴ

ズリングを起用。2049年の世界を
舞台にレプリカントとの新たな闘い
を描き出す！

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


