小学生には助言・指導が必要です

11/3 -

ラストレシピ

© 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

麒麟の舌の記憶

11/3 -

マイティ・ソー

© Marvel Studios 2017

バトルロイヤル

11/23 -

15 歳以上がご覧になれます

18 歳以上がご覧になれます

© 2016 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC AND RATPAC ENTERTAINMENT, LLC

ジャスティス・リーグ

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。70

ピ。その最後の一皿に隠された壮大

『マイティ･ソー』シリーズ第３弾。

ハルク、女戦士ヴァルキリー、そして

史上最強の超人スカウト作戦、

な愛とは？
『おくりびと』の滝田洋二

ソーの前に突如現われた“ 死の

宿敵ロキと型破りのチームを組み極

開始！スーパーマン亡き後、世界

超人たちをまとめきれるのか？世界

年後、それを再現する使命をおっ

郎監督、待望の最新作。

女神 ”ヘラ。彼女はソーの武器ム

限のバトルに挑む！

崩壊の危機に、バットマンことブ

は一人では救えない！

たのは、
どんな味でも再現できる
絶対味覚＝麒麟の舌を持つ天才
料理人だった。歴史に消えたレシ

滝田洋二郎

田中経一

秋元康

二宮和也/西島秀俊/綾野剛/宮崎あおい / 竹野内豊
2017 / 日本 / 2h06

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

ルース・ウェインが集めたのは、

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
2017 / アメリカ / 時間未定

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、

上映中

© 麻生周一／集英社・2017 映画「斉木楠雄のΨ難」製作委員会

10/28 -

先生！

© 河原和音 / 集英社 © 2017 映画「先生！」製作委員会

、
、
、好きになってもいいですか？

11/11 -

© 2017「HiGH&LOW」製作委員会

HiGH&LOW THE MOVIE３ FINAL

MISSION

ちょっと不器用な高校２年の響 (ひ

かつて恋に涙したことがある人たち

九龍グループ総裁が釈放され、

上がる！ドラマティックな群像劇と

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

へ贈る、教師と生徒のまぶしいほど

苛烈な反撃にあうSWORD 地区。
拉 致された山王 連 合 会のリー

てきた、劇場版シリーズ最終章！

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！

純粋なラブストーリー！
三木孝浩

岡田麿里

河原和音

生田斗真 / 広瀬すず / 竜星涼 / 森川葵
2017 / 日本 / 1h53

ダー・コブラを救出し、カジノ建設
計画を阻止するため、SWORD 各
グループはついに団結して立ち

上映中

11/18 -

ローガン・ラッキー

© 2017 Incarcerated Industries Inc. All Rights Reserved.

不運続きで無職のローガン兄弟

は、チャニング・テイタムやダニエ

は、爆弾のスペシャリストの囚人

ル・クレイグら豪華キャストが巻き起

を脱獄させ仲間にし、モーター

こすクライム・エンターテインメント！

レースの最中に売上金を盗もうと
企てるが…。
『オーシャンズ 11』の
ソダーバーグの映画監督復帰作

10/28 - 11/3

Master Movie / Alone in Berlin Ltd /
© X Filme Creative Pool GmbH /Pathe
Production / Buffalo Films 2016

ヒトラーへの285枚の葉書

© 2017 COLDEST CITY, LLC.ALL RIGHTS RESERVED.

圧倒的なスケールでファンを魅了し
久保茂昭 / 中茎強
2017 / 日本 / 時間未定

© 2017 Sony Pictures Digital Productions Inc. All rights reserved.

アトミック・ブロンド

ブレードランナー 2049

© 2017 荒川弘／ SQUARE ENIX © 2017 映画「鋼の錬金術師」製作委員会

生まれながらにとんでもない超能力

荒川弘の伝説的コミックが遂に完全

を与えられた高校生・斉木楠雄。一

実写映画化！幼い頃、禁断の〈錬金

大イベントである文化祭を無事にやり

術〉によって亡き母を生き返らせよう

過ごしたいだけの斉木に災難がふり

とし、兄エドは手足を、弟アルは体す

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

に命をかける兄と、彼を支える心優し

荒れる！笑いが全てを吹き飛ばす、

い弟。失った体を取り戻す手がかりを

学園エンタテインメント超大作！

探すため、壮大な冒険の旅が始まる！

麻生周一

山﨑賢人 / 橋本環奈 / 新井浩文 / 吉沢亮

10/21 - 11/2

べてを失った。弟の体を元に戻すため

曽利文彦

荒川弘

山田涼介 / 本田翼 / ディーン・フジオカ/ 蓮佛美沙子
2017 / 日本 / 時間未定

© 2017「散歩する侵略者」製作委員会

散歩する侵略者

10/28 - 11/10

© 2016「幼な子われらに生まれ」製作委員会

幼な子われらに生まれ

リドリー・スコット監督による SF 映画

不仲だった夫が別人のように穏やか

バツイチ子持ちで再婚した田中信。妻

の金字塔『ブレードランナー』の続編

になって帰ってきた。侵略者に乗っ取

の二人の連れ子とも仲良くやろうと努

高機密を奪還するため、冷戦末期の

が遂に登場！
『メッセージ』のドゥニ

られたと話す夫に戸惑いながら、妻は

力していたが、妻の妊娠を機に長女が

ベルリンへと潜入する。各国のスパイ

監督がメガホンを取り、新人ブレード

夫婦関係の修復を試みる。一方、町で

本当の父親に会いたいと言い出し…。

に狙われ、真実も嘘も、敵も味方もわ

ランナー “ K ” 役に『ラ・ラ・ランド』

は惨殺事件などの不可解な事件が頻

重松清原作×荒井晴彦脚本×『繕い

からない。果たしてロレーンと世界の

発していた。
「太陽」の映画化も記憶

裁つ人』の三島有紀子監督が描く、血

運命は―？ C・セロンが魅せるスタイ

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

に新しい劇団イキウメの人気舞台を

の繋がりを超えた家族の姿を模索する

リッシュ ･ スパイアクション !

新たな闘いが巻き起こる！

大胆に脚色した黒沢清監督最新作。

大人たちのアンサンブルムービー。

デヴィッド・リーチ『デッドプール２』

ドゥニ・ヴィルヌーヴ

シャーリーズ・セロン/ジェームズ・マカヴォイ

ライアン・ゴズリング / ハリソン・フォード

11/4 - 11/17

エル ELLE

パターソン

リドリー・スコット

2017 / アメリカ / 2h43

2017 / アメリカ / 1h55

10/28 - 11/10

12/1 -

潜入・脱出・接近戦を得意とする女

チャニング・テイタム / ダニエル・クレイグ

TWENTY VISION FILMPRODUKTION © 2015 SBS PRODUCTIONS - SBS FILMS- TWENTY
FRANCE 2 CINEMA - ENTRE CHIEN ET LOUP

2017 / アメリカ / 時間未定

スパイ、ロレーン。世界を揺るがす最

スティーヴン・ソダーバーグ
2017 / アメリカ / 1h59

クリス・テリオ/ジョス・ウェドン

鋼の錬金術師

2017 / 日本 / 1h37

10/27 -

ザック・スナイダー

ベン・アフレック / ガル・ガドット

斉木楠雄のΨ難

福田雄一『銀魂』

AKIRA / 青柳翔 / TAKAHIRO / 登坂広臣

協調性のかけらもない。クセの強い

© 2016 Inkjet Inc. All Rights Reserved.

黒沢清

田中幸子

前川知大

長澤まさみ/松田龍平/高杉真宙/長谷川博己

三島有紀子『しあわせのパン』

重松清

浅野忠信/田中麗奈/宮藤官九郎/寺島しのぶ

2017 / 日本 / 2h09

2017 / 日本 / 2h07

11/11 - 11/24

11/11 - 11/17

ハイジ アルプスの物語

僕のワンダフル・ライフ

エタニティ 永遠の花たちへ

11/4 - 11/17

GmbH /
© 2015 Zodiac Pictures Ltd / Claussen+Putz Filmproduktion
Studiocanal Film GmbH

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

© Nord-Ouest

自宅で覆面の男に襲われたミシェル。

ニュージャージー州パターソンで妻、

アニメでも有名な児童文学の名作

飼い主イーサンへの想いから生まれ

息子も殺されるだろう」
。戦勝に湧く

警察を頼らず自分で犯人を捜し始め

愛犬と平穏に暮らすパターソン。路

「アルプスの少女ハイジ」が本国スイ

変わりを繰り返し、再び彼の元へと辿

19 世紀末のフランスを舞台に、３世
代の女性の物語を３大女優の競演

1940 年のベルリン。息子を失い悲し
みに暮れる夫婦は、ヒトラー政権への

るが、周囲の男たち全員が疑わしく

線バスの運転手で詩人でもある彼の

スで完全実写化！アルプスの山で暮

り着く飼い犬ベイリーの物語。注目は

で描いた家族史ドラマ。
トラン・アン・

見えてきて…。事件の真相は？そし

何気ない日常を通して、ジャームッ

らす天真爛漫な少女ハイジが、足の

この２人の物語だけではなく、生ま

ユンと世界的撮影者リー・ピンビン

怒りを記した葉書を街中に置いた。

て次第に明らかになるミシェルの恐

シュは日々の美しさや、小さな幸せ

悪いお嬢様クララの話し相手として

れ変わった犬と、その飼い主それぞ

による映像は、結婚や死といった人

実話を基に、イデオロギーとは無縁の

るべき本性とは !? 怪作の巨匠ヴァー

を見事に切り取ってみせる。
『ミステ

都会に連れていかれるが…。祖父
（お

れの人生も丁寧に描かれていること。

生の大事件にも、日常の何気ない営

平凡な市民による孤独な闘いを、静

ホーヴェンとイザベル・ユペールが放

リー・トレイン』以来 27 年ぶりとなる

んじ）
役をブルーノ・ガンツが演じるの

名手ラッセ・ハルストレムによる、犬

みにも惜しみない慈しみが注がれ、す

かな畏敬の念を込めて映し出す。

つ、危険すぎる官能サイコスリラー !!

永瀬正敏の出演も、たまらなく粋だ。

も映画ファンには見逃せないところ。

と人間の感動のオムニバス・ドラマ。

べてのカットが絵画のように美しい。

「総統は私の息子を殺した。あなたの

ヴァンサン・ペレーズ
エマ・トンプソン / ブレンダン・グリーソン

ポール・ヴァーホーヴェン『氷の微笑』
イザベル・ユペール / ロラン・ラフィット

アダム・ドライバー/ゴルシフテ・ファラハニ /永瀬正敏

2016 / ドイツ - フランス - イギリス / 1h43

2016 / フランス-ドイツ-ベルギー / 2h11

2016 / アメリカ / 1h58

11/11 - 11/24

11/18 - 11/24

11/18 - 11/24

ドリーム

© 2016 Twentieth Century Fox

© 2016 Ironworks Productions, LLC.

スイス・アーミー・マン

アラン・グスポーナー

ジム・ジャームッシュ

ヨハンナ・スピリ

アヌーク・シュテフェン / ブルーノ・ガンツ
2015 / スイス - ドイツ / 1h51

© TBS テレビ

米軍（アメリカ）
が最も恐れた男
その名は、カメジロー

第二次大戦後、アメリカ統治下の沖縄

詐欺ビジネスを展開する悪のカリスマ

で米軍に「NO」を叫び続けた政治家・

＝イ・ビョンホン。執念の捜査で迫る

周回軌道飛行を成功させた NASA の

からガスが出ていることに気づき、そ

瀬長亀次郎。民衆の絶大な支持を得

正義の刑事＝カン・ドンウォン。その

歴史的な偉業。そこには、人種差別

の死体に乗って (!? ) 島を脱出しよう
と思いつくが…。ダニエル・ラドクリフ

て、弾圧を受けながらも那覇市長、そ

間で揺れる天才ハッカー＝キム・ウビ

などのハードルを乗り越え、多大な貢

して国会議員を務めた。その知られざ

ン。国境を越えて繰り広げられる三者

献をした知られざるヒロインたちが

がその「死体」役ということでも話題。

る実像と抵抗の人生を、稲嶺惠一元

の攻防を、息詰まる心理的駆け引きと

いた。夢を追い続け、新たな時代を自

数々の映画賞を受賞している理由を

沖縄県知事や亀次郎の次女など関係

ド迫力のアクションで描いた空前の

ら切り開いたサクセスストーリー！

観て、お確かめください！

者の証言をもとに紐解いてゆく。

クライム・サスペンス大作！

2016 / アメリカ / 2h07

ダニエル・シャイナート/ダニエル・クワン（ダニエルズ）

佐古忠彦

ポール・ダノ / ダニエル・ラドクリフ

瀬長亀次郎 / 稲嶺惠一 語り：山根基世 / 大杉漣

2016 / アメリカ / 1h37

坂本龍一

2017 / 日本 / 1h47

マーク・リー・ピンビン

2016 / フランス - ベルギー / 1h55

MASTER ／マスター

遭難して無人島で途方に暮れていた

ファレル・ウィリアムス

2017 / アメリカ / 1h40

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

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

ハンクは、浜に打ち上げられた死体

タラジ・P・ヘンソン/オクタヴィア・スペンサー

ブリット・ロバートソン / K・J・アパ / デニス・クエイド

11/25 - 12/1

1960 年代初頭、アメリカが国の威信
をかけた有人宇宙飛行計画で、地球

セオドア・メルフィ

ラッセ・ハルストレム『マイライフ・アズ・ア・ドッグ』

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 / 韓国 / 2h23

11/18 - 12/8

あゝ、荒野 前篇・後篇
兄貴分の復讐を誓う新次と、対人恐

© 2017「あゝ、荒野」フィルムパートナーズ

を舞台に映画化。向こう見ずで刹那の

怖症に悩む“バリカン”こと健二。ボ

青春が現代の物語として鮮烈に蘇る。

クシングに誘われた二人は、心の空

11/18-12/1 前篇・11/25-12/8 後篇

白を埋めるかのようにトレーニング
を積み、絆を育んでゆく。寺山修司
唯一の長編小説を、2021 年の新宿

岸善幸『二重生活』

寺山修司

菅田将暉 /ヤン・イクチュン/ユースケ・サンタマリア
2017 / 日本 / 前篇 2h37・後篇 2h27

