小学生には助言・指導が必要です

4/15 -

© 2017 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

名探偵コナン から紅の恋歌（ラブレター）

4/15 -

© 臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2017

映画クレヨンしんちゃん 襲来 !! 宇宙人シリリ

15 歳以上がご覧になれます

4/29 -

18 歳以上がご覧になれます

© 沙村広明／講談社 © 2017 映画「無限の住人」製作委員会

無限の住人

西の名探偵・服部平次とコナンが

場のモニターに映っていたのは紅葉

野原家に宇宙人「シリリ」がやって

おバカなしんのすけと宇宙人シリリが

謎の老婆に永遠の命を与えられ

大阪のテレビ局で爆 破事件に遭

の姿だった…。大阪と京都。２つの

きた！シリリのビームで、ひろしとみ

大暴れ！爆笑そして感動、劇場版 25

た伝説の人斬り・万次。ある日、

木村拓哉で贈る“ 規格外 ” アクショ

遇！そんな中、平次の婚約者だと

事件と２人の運命を紡ぐものとは？

さえは子どもの姿に。大人に戻る

周年記念の大ケツ作が誕生する！

親を殺され仇討ちの助っ人を依

ンエンターテインメント！

言う大岡紅葉が現れる。時を同
じくして京都で百人一首の大会、
皐月杯の優勝者が殺される。現

静野孔文

大倉崇裕

青山剛昌

高山みなみ /山崎和佳奈 /小山力也 /堀川りょう
2017 / 日本 / 1h52 予定

ために必要なシリリの父親を捜し
に、子ども野原一家日本縦断の大
冒険が始まるのだが…。2017 年、

橋本昌和

矢島晶子 / 沢城みゆき / 宮迫博之 / 蛍原徹
2017 / 日本 / 1h43 予定

4/1 -

© The LEGO Group.TM & © DC Comics.© 2016 Warner Bros. Ent.

上映中

© 2016 WARNER BROS.ENTERTAINMENT INC., LEGENDARY PICTURES PRODUCTIONS, LLC AND PATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC.

キングコング

髑髏島の巨神

未知の生物を探索する調査隊が

もなく、巨大生物から逃げ惑うのだ

派遣されたのは、幻の存在とされ

が…。巨大なる絶対王者の暴走ア

てきた髑髏島。骸骨が散らばり、

ドベンチャー超大作！

巨大な手跡が残る不気味な島で
彼らの前に現れたのは島の巨神
＝キングコング！隊員は為す術

2010 年にメキシコ湾沖の石油掘削施
設で起きた史上最悪の原油流出事故

ラフルで楽しいブロックの世界で繰

を映画化！当時、
最先端テクノロジー

り広げられるアクションとギャグ満

搭載と言われた施設の内部で何が

載の大冒険！宿敵ジョーカーの魔

起こったのか…。その疑問と真実を

の手からゴッサムシティを守るため、

大災害の恐ろしさばかりではなく、

一匹狼のバットマンが仲間たちと力

人災でもあった事故の裏側を交えて

を合わせて悪に立ち向かう !!

映像化した海洋スペクタクル大作！
ピーター・バーグ

山寺宏一 / 小島よしお / オカリナ / ゆいP

マーク・ウォールバーグ / カート・ラッセル

2017 / アメリカ / 1h 45

© 2017「PとJK」製作委員会

仕事にまじめな警察官（P）
とピュ
アでまっすぐな女子高生（JK）が

ミックが待望の実写化。K（亀梨和
（土屋太鳳）
で贈る超絶ピュ
也）
とTT

恋をした！そんな二人が一緒にい

アラブストーリー！

の結婚生活が始まる !! 大人気コ

世界中で大人気のスーパーヒーロー

クリス・マッケイ『LEGO ® ムービー』

P とJK

う！」まわりには絶対内緒の二人

バーニング・オーシャン

トム・ヒドルストン / ブリー・ラーソン
2017 / アメリカ / 1h58

廣木隆一

三次マキ

亀梨和也 / 土屋太鳳 / 高杉真宙 / 玉城ティナ
2017 / 日本 / 2h04

守る為に用心 棒として無限の命

2016 / アメリカ / 1h47

4/15 - 4/28

サバイバルファミリー

© 2017 フジテレビジョン 東宝 電通 アルタミラピクチャーズ

ワイルド・スピード

やヘレン・ミレンなど豪華キャスト
も参戦し、今作でも無茶で過激な

スピード」最新作！裏切りによる

アクションが炸裂！

ファミリーの崩壊や、宿敵との
共闘などシリーズは新たな局面
を迎える。シャーリーズ・セロン

4/29 -

© 2017 フジテレビジョン 集英社 東宝 © 古屋兎丸／集英社

帝一の國

は電化製品に頼りきり。野宿なんて

全国屈指の名門校に入学した赤

が待ち受けていた。古屋兎丸のコ

場帝一の夢は、総理大臣になって

ミックを菅田将暉主演で実写化した

車や自動車、ガスに水道まで…。

矢口史靖監督待望の最新作！

自分の国を作ること。内閣入りが

学園政権闘争コメディ！

そこで鈴木家の父、義之は、都市
機能が停止してしまった東京から
脱出することを決意！普段の生活

約束される生徒会長に就くため、

矢口史靖
小日向文世 / 深津絵里 / 泉澤祐希 / 葵わかな
2017 / 日本 / 1h57

デイミアン・チャゼル監督最新作。

げしたマーク・レントンがエジンバ

しいファン待望の続 編！

舞台は夢を追いかける人々が集

2017 / イギリス / 1h57

『セッション』で一躍注目を集めた

う街、ロサンゼルス。女優志望の
ミアとジャズピアニスト・セバスチャ
ンの恋を、往年の名作ミュージカ

上映中

© 2017 映画「サクラダリセット」製作委員会

どんな汚いことも辞さない覚悟の
帝一だったが、想像 以 上の試 練

© 2016 NICE GUYS, LLC

たかが世界の終わり
死期が近いことを家族に伝える

あうことしかできない家族の不協和

ため、12 年ぶりに帰郷した劇作
家のルイ。だが会話はぎこちなく、

音を鋭く切り取る。

やがて鬱屈した感情のぶつけ合い
となってしまう。母と息子の関係
を撮り続けてきたドランが、傷つけ

第 69 回カンヌ国際映画祭
グランプリ受賞
グザヴィエ・ドラン『わたしはロランス』

ギャスパー・ウリエル / レア・セドゥ
2016 / カナダ - フランス / 1h39

©

ル映画を彷彿させるゴージャスでロ
マンチックな歌とダンスで描く。

第 89 回 アカデミー賞
監督賞／主演女優賞他 全６部門受賞
デイミアン・チャゼル

ライアン・ゴズリング / エマ・ストーン
2016 / アメリカ / 2h08

上映中

いずみ吉紘

古屋兎丸

菅田将暉 / 野村周平 / 竹内涼真 / 間宮祥太朗
2017 / 日本 / 1h58 予定

4/8 - 4/21

© 2016, Space Rocket, Gaumont, Wild Bunch

ネオン・デーモン

トップモデルを夢見て都会へ出た16

偵がひょんなことからコンビを結成し、

歳のジェシーは、
すぐにデザイナーや

ある事件の捜査を開始。簡単に解決

カメラマンの心を掴む。そんな彼女に

するはずが、いつしか国家を揺るがす

ライバルたちは異常な嫉妬心を燃や

陰謀に巻き込まれ、殺し屋から命を

すが、やがてジェシーに眠る巨大な

狙われることに…。ラッセル・クロウ

野心が目覚め…。美に取りつかれた

＆ライアン・ゴズリング豪華競演の痛

現代人の悪夢を、卓越した映像美と

快バディ・アクション・ムービー！

音で挑発するレフン監督最新作。

シェーン・ブラック

ニコラス・ウィンディング・レフン

ラッセル・クロウ / ライアン・ゴズリング
2016 / アメリカ / 1h 56

© 2016 Disney. All Rights Reserved.

永井聡

上映中

エル・ファニング / キアヌ・リーヴス
2016 / アメリカ -フランス他 / 1h 58

© 2016 UNIVERSAL STUDIOS

上映中

モアナと伝説の海

S I NG ／シング

パッセンジャー

｢記憶保持｣ 能力を持つ高校生、浅

生まれつき海を愛する船乗りの勇敢

動物だけが暮らす世界で、オンボロ劇

宇宙でたった２人だけという大胆かつ

井ケイは、｢リセット｣ の能力を持つ

な少女、
モアナ。幼い頃の“ある体験 ”

場支配人のコアラが復活を賭けて歌

壮絶な設定を、今最も旬な２大スター

春埼美空と共に、
２年前に死んだ、

をきっかけに海に選ばれた彼女は伝

唱オーディションを開催！ゾウ、ゴリ

競 演で 描 いた S F ロマン。20XX 年、

相麻 菫をよみがえらせるため、様々

説の島を見つけてくれるよう一族か

ラ、ヤマアラシ、ブタ、
ネズミ…様々な

新たな居住地を目指し地球を後にした

な能力を組み合わせた作戦に挑む。

ら頼まれ、旅に出ます。それは想像で

動物たちが人生を変えるため参加す

時制が錯綜する緊迫のミステリーで

きない 神 秘に満ちた冒険の始まり

ることに！レディー・ガガやザ・ビート

宇宙船アヴァロン号。乗客 5000 人は
目的地までの 120 年間を冬眠装置で

あると同時に、刹那のときめきと哀し

でした。ディズニー最新作は南の島

ルズなど 65 曲以上のヒットソングが

眠るはずだったが、なぜか２人の男女

みが胸打つ青春ラブストーリー。

を舞台に贈る感動のファンタジー。

彩る『ミニオンズ』スタッフ最新作！

だけが 90 年も早く目覚めてしまい…。

サクラダリセット 前篇
4/15 - 4/28

Photo credit: EW0001: Sebastian (Ryan Gosling) and Mia (Emma Stone) in LA LA LAND.
Photo courtesy of Lionsgate. 2016 Summit Entertainment, LLC.

ラ・ラ・ランド

監 督、ユアンらキャストの続 投も嬉

生を疾 走する彼らの再 会、そし

ヴィン・ディーゼル / ドウェイン・ジョンソン
2017 / アメリカ / 時間未定

したこともない鈴木家の運命は…？

て選 ぶ 未 来とは。ダニー・ボイル

ユアン・マクレガー / ユエン・ブレムナー

F・ゲイリー・グレイ

なってしまった！それどころか電

90 年代に社会現象を巻き起こし
た前作から 20 年、大金を持ち逃

のよい大 人になれず 荒 んだ 人

ICE BREAK

ある日突然電化製品が使えなく

4/8 - 4/28

ダニー・ボイル

© Universal Pictures

圧倒的なドライブテクを誇るアウ

腕力自慢の示談屋と冴えない私立探

ラに舞い戻ってきた。もの分かり

2017 / 日本 / 2h20

トローの活躍を描く「ワイルド・

ナイスガイズ！

T２ トレインスポッティング

沙村広明

木村拓哉 / 杉咲花 / 福士蒼汰 / 市川海老蔵

4/28 -

4/8- 4/14

4/8 -

三池崇史

© 2016 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.

レゴ® バットマン ザ・ムービー
「バットマン」がレゴ® になった！カ

の面影を重ねた万次は、少女を

4/21 -

ジョーダン・ボート＝ロバーツ

上映中

る方法はただひとつ…「結婚しよ

頼したいと少女が現れる。亡き妹

臼井儀人

を使うと決心するが―。三池崇史×

深川栄洋

河野裕

野村周平 / 黒島結菜 / 平祐奈 / 加賀まりこ
2017 / 日本 / 1h 43

ジョン・マスカー / ロン・クレメンツ
屋比久知奈 / 夏木マリ / 尾上松也 / ROLLY
2016 / アメリカ / 1h47

ガース・ジェニングス
内村光良 / 長澤まさみ / 大橋卓弥 / 斎藤司
2016 / アメリカ / 1h 48

モルテン・ティルドゥム『イミテーション・ゲーム』
ジェニファー・ローレンス /クリス・プラット
2016 / アメリカ / 1h 56

