小学生には助言・指導が必要です

上映中

© 2019 WBEI and c&TM DC Comics

上映中

© 2020「弥生、三月」製作委員会

上映中

© 2020 松竹 フジテレビジョン

上映中

上映中

4/3 - 4/16

一度死んでみた

三島由紀夫 vs 東大全共闘
50 年目の真実

劇場版 Fate/stay night
[ Heaven's Feel ] III. spring song

互いに惹かれ合いながらも、親友を

父親のことが大嫌いな女子大生に降

病気で亡くしたことで別々の人生を

りかかった“２日間だけ死んじゃう薬 ”

1969 年、東京大学駒場キャンパス
900 番教室で行われた、三島由紀夫

大人気コンテンツ“ Fate シリーズ ”。
その原点のゲーム「stay night」の第

NHK の歴史コメディアニメ「ねこね
こ日本史」が映画化！うっかり昔の

軽くなってクレイジーに進化！そんな彼

歩んでいった二人。離婚や災害、そし

をめぐる大騒動！はたして父を生き

と東大全共闘の討論会。警護の申し

三ルートを映像化した劇場版最終章。

日本へタイムスリップしてしまった

女に目を付けたのは残忍なブラックマ

て配偶者の死など、厳しい現実を経

返らせることができるのか ! ? 広瀬す

スク。謎のダイヤを盗んだ少女を巡っ

験し希望を見失っていた時、亡き友か

ずがコメディに初挑戦！監督・脚本

出を断り単身で赴いた三島は、
1000人
を超える学生たちを前に２時間半に及

BIRDS OF PREY

弥生、三月 君を愛した 30 年

ジョーカーと別れたハーレイ・クインは
ツインテールを短くカットし、身も心も

© TYPE-MOON・ufotable・FSNPC

18 歳以上がご覧になれます

©そにしけんじ・実業之日本社 /「映画 ねこねこ日本史 2020」製作委員会
映画 ねこねこ日本史
龍馬のはちゃめちゃタイムトラベルぜよ！

ハーレイ・クインの華麗なる覚醒

© 2020 映画「三島由紀夫 vs 東大全共闘 50 年目の真実」製作委員会

15 歳以上がご覧になれます

「影」と同化し、災厄を振りまく桜。彼

小学生ねこの「フク」。元の時代に戻

女を守ると誓った士郎はアーチャー

るため坂本龍馬と協力をしてさまざ

てバトルが始まるが、物語はどんどん

らのメッセージが届く…。運命で結ば

を CM 界のヒットメーカー２人が手

び持論を闘わせた。関係者や文学者、

の左腕を解放し、最後の戦いに挑む。

まな時代を旅することに !? 卑弥呼、

カオスな展開へ !? 天真爛漫な悪カワ

れた二人の 30 年を３月の出来事のみ

掛けた、超豪華キャストで贈るハー

ジャーナリストらが、今だからこそ話

選択の果てに彼らが辿り着く結末、

織田信長などの偉人（ねこ）達も登

ヒロインが再び世界を“覚醒”させる！

で紡いでいく感動のラブストーリー。

トフル S・F（死んだ・ふり）コメディ！

せる「あの日、
あの熱」を語り尽くす。

そして「聖杯戦争」の真実とは。

場！ねこ史上最大の冒険が始まる！！

キャシー・ヤン

マーゴット・ロビー

メアリー・エリザベス・ウィンステッド / ユアン・マクレガー
2020 / アメリカ / 1h49

4/3 -

遊川和彦

浜崎慎治

波瑠 / 成田凌 / 杉咲花 / 黒木瞳
2020 / 日本 / 1h50

澤本嘉光

ヒャダイン

広瀬すず/吉沢亮/堤真一/リリー・フランキー
2020 / 日本 / 1h33

4/3 - 4/9

4/3 - 4/9

豊島圭介

須藤友徳

三島由紀夫 / 芥正彦 / 木村修 / 橋爪大三郎

杉山紀彰 / 下屋則子 / 川澄綾子 / 植田佳奈

2020 / 日本 / 1h48

4/3 - 4/9

2020 / 日本 / 2h02

河村友宏

そにしけんじ

小林ゆう / 山下大輝 / 山寺宏一 / 佐藤二朗
2020 / 日本 / 1h13

4/3 - 4/9

第三夫人と髪飾り

彼らは生きていた

家族の再生を描き続けてきた作家・重

たった４人のロシア人捕虜が１両の戦車

３番目の妻として富豪のもとに嫁いだ

第一次世界大戦中に西部戦線で撮

『キャッツ』のフランチェスカ・ヘイ

幸せな結婚生活を送りながら、ラブ

松清の同名小説を映画化。
30 歳の若さ
で妻に先立たれた健一が、仕事と子育

T-34 でナチスの軍勢に立ち向かう―。
娯楽大作の王道をいく展開と大迫力の

メイは、風光明媚な里で２人の夫人

影された膨大なモノクロ記録映像

ワードなど英国ロイヤル・バレエ団

ドール職人であることを隠し続けてい

らとともに楽しく暮らしていた。しか

を、ピーター・ジャクソン監督が修

のトップダンサーによる傑作バレエ

る哲雄。仕事にのめりこむうち、愛し

ての両立に葛藤しながらも、愛娘の美

戦車アクションが話題を呼び、日本で

しメイの妊娠が発覚し、一族の平穏

復・着色・再構成したドキュメンタ

「ロミオとジュリエット」がスクリー

合って結婚したはずなのに何かが変

紀と共に歩んだ 10 年を描く感動作。圧

。
も驚きの大ヒットを放った『 T- 34』

リー映画。死と隣り合わせの過酷な

ンに登場！映画的なカメラワークと

わっていた。夫の嘘、妻の秘密。平穏

倒的な存在感を発揮し、個性的な役柄

戦場や、兵士たちの日常を生々しく

ロケーションが舞台とは異なるドラ

な日常のなかで変化していく愛をテー

のイメージが広く浸透している山田孝

気になる後日談など計 26 分のシーン
が追加された完全版が、ますますダ

な日々は静かに崩れ始め…。19 世
紀のベトナムを舞 台に、歴 史の暗
部を絵画のような美しさで昇華させ

浮かび上がらせ「彼らは生きていた」

マティックな表現を実現。不朽の悲

マに、現代の夫婦のかたちを圧倒的

之が久しぶりに等身大の男性を演じる。

イナミックにスクリーンを進軍する！

た新鋭女性監督渾身のデビュー作。

という圧倒的な真実を突きつける。

恋物語が新たな感動を生み出す。

共感度で描くタナダユキ監督最新作。

飯塚健

アレクセイ・シドロフ

重松清

2020 / 日本 / 1h58

4/10 - 4/16

アッシュ・メイフェア

アレクサンドル・ペトロフ/イリーナ・ストラシェンバウム
2018 / ロシア / 2h19

© 2019 – Davis Films – Les Films 13

トラン・アン・ユン

グエン・フオン・チャー・ミー/トラン・ヌー・イエン・ケー

ピーター・ジャクソン
2018 /イギリス- ニュージーランド/ 1h39

2018 / ベトナム / 1h33

4/10 - 4/16

© 2019 STX FINANCING, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

© Bradley Waller

4/10 - 4/16

© Mars Media Entertainment, Amedia, Russia One, Trite Studio 2018
T - 34 レジェンド・オブ・ウォー
ダイナミック完全版

山田孝之 / 田中里念 / 白鳥玉季 / 中野翠咲

© 2018 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

奈須きのこ/TYPE-MOON

© 2020 映画「ステップ」製作委員会

ステップ

© copyright Mayfair Pictures.

桧山彬

ロミオとジュリエット

マイケル・ナン 振付：ケネス・マクミラン
フランチェスカ・ヘイワード/ウィリアム・ブレイスウェル
2019 / イギリス / 1h35

4/10 - 4/16

- TF1 FILMS PRODUCTION
© 2017 - JERICO-PATHE PRODUCTION
- NEXUS FACTORY - UMEDIA

4/10 - 4/23

男と女 人生最良の日々

ハスラーズ

母との約束、250通の手紙

黒い司法

恋愛映画の金字塔『男と女』から 53

NY のストリップクラブで働く４人の
ダンサーたちは、リーマンショックの

軍隊で活躍し外交官になり、作家と

年。記憶を失いかけながらも、かつて

しても成功することを母に期待されて

愛した女性アンヌを想い続けるジャ

影響で経済的に困窮していた。しか

ン・ルイ。そんな父の様子を見た息

© 2019 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

4/10 - 4/16

COMPLY + - ANCE

© 2019「ロマンスドール」製作委員会

ロマンスドール

タナダユキ
高橋一生 / 蒼井優 / 浜野謙太 / 三浦透子
2020 / 日本 / 2h03

© EAST FACTORY INC.

4/10 - 4/16

© 東海テレビ放送

コンプライアンス

さよならテレビ

1980 年代アラバマ。黒人であること
が罪と言われるほど差別が根強いこ

日々、度を超えて加速し続ける忖度

ジャーナリズムの一翼を担ってきた

やコンプライアンス問題。その現状に

テレビ。だが今ではテレビを持たな

育ったロマン。過剰な愛と重圧にあえ

の地で、死刑判決を受けた冤罪の

対し一石二石、いや百石を投じよう

い者も珍しくなく、
「マスゴミ」と揶揄

しウォール街の金 融マンたちが相

ぎながら母の夢を叶えようと努力を

男を救うためひとりの弁護士が立ち

と、俳優・斎藤工が「齊藤工」名義

されて久しい。現場は何に苦悩し、

0％からの奇跡

子は、アンヌを探し出し、
２人を再会さ

変わらず裕福に暮らしていることに

重ねるが…。文豪ロマン・ガリの壮

上がった。しかし仕組まれた証言や

で 企 画・原案・撮影・脚本・監督

何を恐れ、どんな決断を迫られてい

せることを決意する。スタッフ・キャス

腹を立て、彼らからお金を巻き上げ

大な自伝を映画化。第二次大戦下の

白人ばかりの陪審員、脅迫などに悩

ほかを務めた作品。音楽、実写、人

るのか。東海テレビが自社の報道部

トが奇跡の再集結を果たし、あの思

ることを企てて…。実話に基づく痛

フランスで、互いの存在だけを頼り

まされ…。心揺さぶる奇跡の実話を

形アニメーションなどあらゆる視点で

に切り込み、テレビの、そして日本の

い出の場所から新たな物語が始まる。

快クライム・エンターテインメント！

に生き抜いた母子の一大叙事詩。

『ショート・ターム』の監督が映画化。

「日本においての表現限界」に挑戦。

いまを活写した赤裸々な自画像。

クロード・ルルーシュ

ローリーン・スカファリア

アヌーク・エーメ/ジャン＝ルイ・トランティニャン
2019 / フランス / 1h30

4/10 - 4/23

ジェニファー・ロペス / コンスタンス・ウー
2019 / アメリカ / 1h50

© 2018FarmLore,LLC

4/10 - 4/16

エリック・バルビエ

ロマン・ガリ

ピエール・ニネ / シャルロット・ゲンズブール
2017 / フランス - ベルギー / 2h11

© 2020 映画「his」製作委員会

ビッグ・リトル・ファーム
理想の暮らしのつくり方

his

愛犬の鳴き声が原因でＬＡのアパート

ゲイだと知られることを恐れひっそ

を追い出されたチェスター夫妻。郊外

4/17 - 4/23

2020 / アメリカ / 2h17

4/17 - 4/23

© CG CINEMA / ARTE FRANCE CINEMA / VORTEX SUTRA / PLAYTIME

齊藤工
秋山ゆずき / 平子祐希 / 斎藤工 / 大水洋介

東海テレビ放送

圡方宏史

2019 / 日本 / 1h49

2020 / 日本 / 1h10

4/17 -

© 2020 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

4/17 - 4/23

© 松竹

シネマ歌舞伎

冬時間のパリ

名探偵コナン 緋色の弾丸

独身で恋人のいない夏目が営むお

敏腕編集者のアランはデジタル時代

とあるパーティー会場で拉致事件が

歌舞伎舞踏の名作「娘道成寺」が、玉

りと暮らす迅の前に、かつての恋人・

しゃれな花屋と、父を亡くした女店

での生き残りを模索中。そんななか、

発生。その裏には事件を監視する赤

三郎の大胆な演出によって
「二人道成

に移り住む決意をした二人は、本当に

渚が６歳の娘を連れて現れる。渚か

主・木帆が切り盛りする廃業寸前の

作家で友人のレオナールから不倫を

井秀一の姿があった。一方でコナンは

寺」
として生まれ変わり、歴史に新たな

体にいい食べ物を育てるため荒れ果

ら離婚と親権の協議中だと打ち明け

ラーメン屋。街角では、今日も誰か

テーマにした新作を受け取るが…。

てた土地を美しいオーガニック農場に

られた迅は、３人で暮らすことを望

が誰かに想いを伝えようとしている。

人生はまさしく一冊の本。迷える男

との
15 年前の「WSG 連続拉致事件」
関連性を疑うが…。劇場版 24 作目

1 頁を加えた名舞台が、再びシネマ歌
舞伎としてスクリーンに甦る。玉三郎

すべく奮闘を始める。自然の厳しさに

むようになるが…。何かを諦めて生

優しくて、
滑稽な、
実らない恋の数々。

女の愛のドラマと出版業界を共鳴さ

は秀一をはじめ“ 赤井ファミリー ” が

が編集に参加し、映像ならではの工夫

翻弄されながら夢を追う８年間の軌

きてきた二 人が生き方を模 索する

恋愛映画の旗手・今泉力哉監督が

せながら、パリの今を鮮やかに活写

遂に集結！世界の注目を集める中起

も凝らされた幻想美をご堪能下さい。

跡を描いた感動のドキュメンタリー。

姿を繊細に描く今泉監督の新境地。

贈る不器用な片想いたちの群像劇。

するオリヴィエ・アサイヤス監督作。

きた前代未聞の事件の行く末は！？

特別料金：1,200 円均一

ジョン・チェスター
モリー・チェスター / 愛犬トッド / 動物たち

アサダアツシ

宮沢氷魚 / 藤原季節 / 松本穂香 / 戸田恵子
2020 / 日本 / 2h07

2018 / アメリカ / 1h31

4/17 - 4/23

今泉力哉

© 2019 Kaori Sakagami

mellow

© 2020「mellow」製作委員会

デスティン・ダニエル・クレットン
マイケル・Ｂ・ジョーダン/ジェイミー・フォックス

メロウ

今泉力哉

オリヴィエ・アサイヤス

田中圭 / 岡崎紗絵 / 志田彩良 / 山下健二郎
2020 / 日本 / 1h46

4/24 -

© 臼井儀人 / 双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2020

プリズン・サークル

映画 クレヨンしんちゃん
激突！ラクガキングダムとほぼ四人の勇者

官民協働の新しい刑務所「島根あさ

子供のラクガキをエネルギーにして

ジュリエット・ビノシュ / ギョーム・カネ
2018 / フランス / 1h47

4/24 -

4/24 - 5/7

永岡智佳

青山剛昌

高山みなみ/山崎和佳奈/小山力也/池田秀一
2020 / 日本 / 1h40 予定

4/24 - 4/30

京鹿子娘二人道成寺

〈きょうかのこむすめににんどうじょうじ〉

坂東玉三郎
尾上菊之助
2006 / 日本 / 1h11

5/1 -

© 暁佳奈・京都アニメーション／ヴァイオレット・エヴァーガーデン製作委員会
劇場版

９人の翻訳家

囚われたベストセラー

ジョン・F・ドノヴァンの死と生

コンフィデンスマンJ P

感情を持たず、戦うための道具として

話題作を世界同時出版するために集

人気俳優ジョン・F・ドノヴァンが 29 歳

ドラマ＆映画で大ヒットの『コンフィ

ヴァイオレット・エヴァーガーデン

- MARS FILMS - WILD BUNCH - LES
© (2019) TRESOR FILMS - FRANCE 2 CINWMAPRODUCTIONS
DU TRESOR - ARETMIS

© THE DEATH AND LIFE OF JOHN F. DONOVAN INC., UK DONOVAN LTD.

© 2020「コンフィデンスマン JP」製作委員会

プリンセス編

ひ社会復帰促進センター」では、受

空に浮かぶ王国「ラクガキングダム」

生きていた少女がいた。彼女の名は、

められた翻訳家９人。外出もSNS も禁

刑者同士の対話を軸に犯罪の原因

が、国の命運をかけて地上へ進撃

ヴァイオレット・エヴァーガーデン。

止され警備員の監視のもと作業を進め

の若さで謎の死を遂げた。10 年後、新
進俳優ルパートは彼との 100 通以上

デンスマン JP』がスクリーンに帰って
くる！今回の舞台はマレーシアのラ

を探り、更生を促すプログラムが行わ

を開始！果たしてしんのすけは「ミ

今は“自動手記人形 ”として誰かの想

るも、最新鋭のセキュリティを突破し

に及ぶ秘密の書簡を公開するが…。

ンカウイ島。オサカナ史上ダントツ

れている。日本初となる刑務所内の

ラクルクレヨン」で描いたラクガキた

いを手紙に綴る代筆業に従事し、心に

原稿の一部がネットに流出してしまう。

少年時にディカプリオに手紙を送っ

の資産を誇る大富豪一族を狙い、華

長期撮影によって「処罰」から「回復」

ちと世界をお助けできるのか !?『ラ

愛を刻みながら、大切な人から告げら

翻訳者の内部犯行が疑われるが…。

たグザヴィエ・ドラン監督自身の思

麗かつ大胆なコンゲームを仕掛け

へ移り変わろうとする刑務所と受刑

ブライブ！』監督×『そこのみにて光

れた言葉の意味を探している。そん

い出をもとに、圧倒的な映像美でス

るはずが…。ダー子たちに訪れる最

者の姿を捉えたドキュメンタリー。

輝く』脚本家で描く劇場版 28 作目！

なある日、一通の手紙が見つかる…。

ターの光と影に迫る愛の物語。

大の危機！果たして彼らの運命は！？

坂上香
2019 / 日本 / 2h16

京極尚彦

高田亮

臼井儀人

小林由美子 / ならはしみき / 森川智之
2020 / 日本 / 1h30 予定

石立太一

吉田玲子

石川由依 / 浪川大輔
2020 / 日本 / 時間未定

暁佳奈

「ダ・ヴィンチ・コード」シリーズ出
版秘話から生まれた本格ミステリー。
レジス・ロワンサル
ランベール・ウィルソン/オルガ・キュリレンコ
2019 / フランス - ベルギー / 1h45

グザヴィエ・ドラン
キット・ハリントン / ナタリー・ポートマン
2018 / カナダ - イギリス / 2h03

田中亮

古沢良太

長澤まさみ/東出昌大/小手伸也/小日向文世
2020 / 日本 / 2h04

