小学生には助言・指導が必要です

上映中

ジェミニマン

© 2019 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

11/1 -

© 2019 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

IT イット THE END

“それ ” が見えたら、終わり。

15 歳以上がご覧になれます

18 歳以上がご覧になれます

11/8 -

© 2019「ひとよ」製作委員会

ひとよ

２km 先の電車内の敵をも始末
できるベテラン暗殺者ヘンリー

ローン技術の巨大な陰謀に巻き込

『スタンド・バイ・ミー』のホラー

れ ” が再びやってくる。なぜ子供が

タクシー会社を営む稲村家の母

がりで懸命に生きる人間たちに光を

まれていく。ウィル・スミス×アン・

版と称され、ホラー映画歴代興

消える？“それ ” の正体と目的とは？

は、子どもたちの幸せを願うあま

当ててきた白石和彌監督が家族の

はミッション遂行中に何者かに

リーによる近未来アクョン超大作！

収 No.1 を記 録した『 IT/ イット

すべての謎が明らかになる―。

り父を殺害し家を去った。それか

崩壊と再生を描くヒューマンドラマ。

襲撃される。どうやっても勝てな
いその男が 20 代の自分自身だ
と知った彼は、政府の関わるク

アン・リー

ジェリー・ブラッカイマー

ウィル・スミス/メアリー・エリザベス・ウィンステッド
2019 / アメリカ / 1h57

“ それ ” が見えたら、終わり。』の
続編。J・マカヴォイ、J・チャス
テイン他豪華キャストを迎え、“そ

アンディ・ムスキエティ

スティーヴン・キング

ビル・スカルスガルド/ジェームズ・マカヴォイ
2019 / アメリカ / 2h49

ら 15 年後、心に傷を抱えて成長
した三兄妹は複雑な気持ちで母
と再会を果たすが…。社会の暗

11/29 -

© 2019 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

ドクター・スリープ
11/15 -

© Mirage Ltd

オーバー・エベレスト 陰謀の氷壁
ヒマラヤ地域の平和に関する機

るが想像を絶する事態が待ち受け

密文書を載せた飛行機がエベレ
スト南部に墜落。救助隊チーム・
ウィングスに多額の報酬とともに
捜索依頼が入る。残された時間
は 48 時間、決死の登頂を開始す

11/1 - 11/14

© 河野裕／新潮社 © 2019 映画「いなくなれ、群青」製作委員会

いなくなれ、群青

11/22 -

© 2019「決算！忠臣蔵」製作委員会

決算！忠臣蔵

ござる！』の中村義洋監督が「忠臣

ていた。圧倒的スケールと映像美で

1701 年、赤穂藩藩主・浅野内匠
頭は幕府の重臣・吉良上野介に

贈る日中合作スペクタクル！

切りかかり即日切腹。藩を取り

の仇討ちエンタテインメント！

潰された藩士たちは吉良邸への

ユー・フェイ
役所広司 /チャン・ジンチュー/リン・ボーホン
2019 / 日本 - 中国 / 1h50

11/1 - 11/14

© 暁なつめ・三嶋くろね／ KADOKAWA ／映画このすば製作委員会

この素晴らしい世界に祝福を！
紅伝説

討ち入りを決意するが、莫大な
予算が必要だった！『殿、利息で

11/1 - 11/14

© Universal Pictures

アス Us

蔵」を金銭面から描いた、笑いと涙
中村義洋

山本博文

2019 / 日本 / 2h05

1969 年のマンソン一味によるシャロ
ン・テート殺 害 事 件を軸に、黄 金

上映中 - 11/7

LLC and Alibaba
© 2019 Storyteller Distribution Co., LLC, Walden Media,
Pictures Media, LLC.

僕のワンダフル・ジャーニー
最愛の飼い主に再び出会うため転生
する犬ベイリーの物語『僕のワンダ

山の惨劇を生き残り成長したダニー

フル・ライフ』続編。飼い主イーサン

の周囲で児童ばかりを狙う連続殺人

と再会し幸せに暮らしたベイリーは、

事件が起きる。鍵を握る少女とともに
辿り着いたのはあの呪われたホテル

孫娘 CJ のために生まれ変わることを
誓う。大人へと成長していくCJ に寄

だった。スティーヴン・キングの歴史

り添い、様々な出来事を二人で乗り

に名を刻む新たな恐怖が到来する。

越えてゆく感動のバディムービー。

スティーヴン・キング

ユアン・マクレガー/レベッカ・ファーガソン

11/1 - 11/7

ワンス・アポン・ア・タイム・
イン・ハリウッド

2019 / 日本 / 2h03

イニング』の 40 年後を描く続編。雪

2019 / アメリカ / 2h32

11/1 - 11/14

桑原裕子

佐藤健 / 鈴木亮平 / 松岡茉優 / 田中裕子

キューブリック監督の傑作ホラー
『シャ

マイク・フラナガン

堤真一 / 岡村隆史 / 妻夫木聡 / 竹内結子

白石和彌『止められるか、俺たちを』

© 2017 EX LIBRIS Films LLC - All Rights Reserved

ニューヨーク公共図書館
エクス・リブリス

ゲイル・マンキューソ

Ｗ・ブルース・キャメロン

デニス・クエイド / キャスリン・プレスコット
2019 / アメリカ / 1h49

11/8 - 11/14

© 2019 WOWOW

劇場版 そして、生きる

巨匠フレデリック・ワイズマンが世界

幼くして両親を失い、盛岡の叔父に育

最大級の知の殿堂「ニューヨーク公

てられた瞳子。震災後の気仙沼で被

共図書館」の舞台裏に迫るドキュメ

災地ボランティアの活動中、東京の

ンタリー。働く司書やボランティア、

大学生・清隆と出会う。過酷な運命を

ある日突然「階段島」にやってきた高

ゲーム好きのひきこもり･カズマはひょ

幼少期に自分の分身と出会うトラウ

校生の七草。ここは捨てられた人々

んなことから、女神のアクアを道づれに

マを抱えるアデレードは、夫と二人

の場所で、島民は理由もわからず平

異世界へ転生する。憧れの冒険者生活

の子どもとともに故郷を訪れる。不

穏に暮らしていた。しかし幼馴染の真

に舞い上がるが仲間になったのは能力

可解な出来事が次々と起こり、ある

期の終わりを迎えるハリウッドを L・
ディカプリオ＆ B・ピットの豪華競演

辺由宇は脱出を望み、島の謎を解き

以外が残念な３人で、降りかかるのは

夜、自分たちとそっくりの「わたした

で描く。往時のオマージュはもちろ

会議での丁々発止のやりとりを丹念

生きる２人は特別な感情を寄せ合う

明かそうとするが…。若い読者の支持

厄介事ばかり。そんななか、仲間の故

ち」がやってきた…。
『ゲット・アウト』

ん、これまでのタランティーノ監督作

に追い、“ 公共とは、民主主義とは

ようになるが…。岡田惠和の脚本に

を集める河野裕のシリーズ第一作を

郷を滅亡の危機から救うため、里帰り

のジョーダン・ピール監督による新

品の要素すべてが詰まった愛情と郷

何か ” を浮かび上がらせる。

有村架純・坂口健太郎が競演。現代

美しい映像で描く青春ファンタジー。

の大冒険に繰り出すことになるが…。

たな悪夢と衝撃が襲いかかる。

愁がほとばしるファン垂涎の一本！

一般：2,000 円／シニア・学生：1,500 円

を強く生きる人々の姿が感動を呼ぶ。

柳明菜

金崎貴臣

河野裕

横浜流星/飯豊まりえ / 矢作穂香 / 松岡広大
2019 / 日本 / 1h45

暁なつめ / 三嶋くろね

福島潤 / 雨宮天 / 高橋李依 / 茅野愛衣
2019 / 日本 / 1h30

11/9 限定上映

水になった村

© ポレポレタイムス社

11/15 - 11/21

プロメア

前日譚「ガロ」編 /「リオ」編付き

フレデリック・ワイズマン
エルヴィス・コステロ / パティ・スミス

月川翔

岡田惠和

有村架純 / 坂口健太郎 / 知英 / 岡山天音

2019 / アメリカ / 2h41

2017 / アメリカ / 3h25

2019 / 日本 / 2h15

11/15 - 11/28

11/15 - 11/28

11/22 - 11/28

空の青さを知る人よ

キング

ホテル・ムンバイ

ヘルボーイ

2008 年、インドの五つ星ホテルが
武装テロリストによって占拠された。

として働く、地獄で生まれ、地球で育

500 人以上が人質となった絶体絶命
の状況下、従業員たちは命を懸けて

んな彼を
「王」
として迎え入れるべく、

2019 / アメリカ / 1h56

© TRIGGER・中島かずき／ XFLAG

クエンティン・タランティーノ
レオナルド・ディカプリオ / ブラッド・ピット

ジョーダン・ピール
ルピタ・ニョンゴ / ウィンストン・デューク

11/15 -

© 2019 SORAAO PROJECT

PTY LTD, SCREEN AUSTRALIA, SOUTH AUSTRALIAN FILM
© 2018 HOTEL MUMBAI
CORPORATION, ADELAIDE FILM FESTIVAL AND SCREENWEST INC

© 2019 HB PRODUCTIONS, INC.

岐 阜 県 徳山村。ダム建 設を控え、

突然変異で誕生した炎を操る人種

両親を失い、恋をあきらめ、妹のた

英国王である父の死後、王位を継

村人たちが近隣の街へ引越していく

「バーニッシュ」により世界の半分が

めに生きてきたあかねと、負い目を

承したハル。自由気ままな王子が、

中、何家族かの老人たちはできる限り

焼失した。30 年後、再び世界に襲い
かかる攻撃的なバーニッシュに、高

感じる妹のあおい。そして東京から

宮廷の問題や戦争、混乱の時代を

帰って来た姉の元恋人・慎之介と、

経験しながら、国王としてたくましく

過ごしていた。やがて沈みゆく村で

機動救命消防隊の新人隊員ガロたち

宿泊客を逃がそうとするが…。衝撃

強大な魔力を持つブラッドクイーン

が立ち向かう。
「天元突破グレンラガ

時を超えて現れた13 年前の慎之介。
現在と過去を繋ぐ、切なくて不思議

成長していく姿を描く。
『君の名前

織り成される宝物のような日々とか

で僕を呼んで』のティモシー・シャ

の事件を圧倒的なリアリティで再現。

が長い封印から解き放たれ…。人気

けがえのない風景。15 年にも渡り記
録された、珠玉のドキュメンタリー。

ン」の今石洋之と劇作家・中島かず

な四角関係を描く、
『あの花』
『ここ

ラメ主演、
『トワイライト』のロバー

名もなき英雄たちが起こした奇跡を描

アメコミを原作者完全監修により、

きによるオリジナルアニメーション。

さけ』の長井龍雪監督最新作。

ト・パティンソンらが脇を固める。

く、恐怖と感動の脱出劇サスペンス。

更に過激なＲ指定版で再映画化！

村で暮らしたいと自給自足の生活を

大西暢夫

今石洋之

本橋成一

2007 / 日本 / 1h32

TRIGGER / 中島かずき

松山ケンイチ / 早乙女太一 / 堺雅人
2019 / 日本 / 2h12

11/29 - 12/12

イエスタデイ

© Universal Pictures

11/29 - 12/5

© 2017 Papillon Movie Finance LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

パピヨン

長井龍雪

岡田麿里

超平和バスターズ

吉沢亮 / 吉岡里帆 / 若山詩音 / 松平健
2019 / 日本 / 1h47

11/29 - 12/5

デヴィッド・ミショッド

ジョエル・エドガートン

ティモテ・シャラメ / ロバート・パティンソン
2019 /イギリス-アメリカ-オーストラリア/ 2h13

© 2018MoozFilms / © Fares Sokhon

存在のない子供たち

11/29 - 12/5

Girl

© Menuet 2018

ガール

アンソニー・マラス
デヴ・パテル / アーミー・ハマー
2018 / アメリカ / 2h03

12/6 -

© 2019 映画『午前 0 時、キスしに来てよ』製作委員会

超常現象調査防衛局のエージェント
てられた悪魔の子・ヘルボーイ。そ

ニール・マーシャル

マイク・ミニョーラ

デヴィッド・ハーパー／ミラ・ジョヴォヴィッチ
2019 / アメリカ / 2h00

12/6 -

© モンキー・パンチ／ 2019 映画「ルパン三世」製作委員会

午前 0 時、キスしに来てよ

ルパン三世 THE FIRST

イギリスの片田舎で活 動していた

絶望と死が支配する、絶海に浮かぶ

中東のスラム街に生まれた少年ゼイ

男性の身体に生まれたトランスジェ

優等生だけど、おとぎ話のような王

売れないシンガーソングライターの

孤島の刑務所。無実の罪で投獄され

ンは誕生日も知らないし、戸籍もない。

ンダーのララの夢はバレリーナ。必

子様との恋にあこがれる女子高生の

20 世紀最高の考古学者ブレッソンが
遺した伝説のお宝 “ブレッソン・ダイ

ジャックが有名ミュージシャンになる

たパピヨンは紙幣偽造の天才ドガと

学校にも通えず朝から晩まで劣悪な労

死の努力で難関バレエ校に入るも、

日奈々。ある日、国民的スーパース

アリー ”。ルパンの祖父・アルセーヌ・

夢を諦めようとしていた時、世界中

出会う。奇妙な友情で結ばれた２人

働を強いられ、少年はついに両親相手

様々な困難が彼女を襲う。ライバル

ター・綾瀬楓が映画の撮影で学校

ルパンですら盗めなかった秘宝を手

を謎の大停電が襲い、彼は交通事

は協力して脱獄を企てるが…。往年

に裁判を起こす。
「僕を生んだ罪」
で—。

からの嫉妬や差別、成長による身体の

にやってきて…。ま、まさか、これは

に入れるべくルパンたちは奔走する。

故に遭ってしまう。昏睡状態から目

の名画をチャーリー・ハナム＆ラミ・

綿密な取材に基づき、不当に扱われる

変化…。命を燃やすように今を疾走

おとぎ話のはじまり !? 絶対にバレて

数々のヒット作を生み出す山崎 貴

覚めると、この世には「ザ・ビートル

マレックの豪華競演でリメイク。自由

子供たちに光を当てた慟哭のドラマ。

する少女と懸命に支える父を描き、生

はいけない、ハラハラ＆ドキドキのリ

ズ」がいないことになっていた…。

を求める男たちの熱きドラマが蘇る！

きる美しさが溢れ出す奇跡の映画。

アル・シンデレラ LOVE ストーリー！

監 督が３DCG アニメーションを駆
使し新たなルパン三世を描き出す！

ダニー・ボイル『トレインスポッティング』
ヒメーシュ・パテル / リリー・ジェームズ
2019 / イギリス / 1h57

マイケル・ノアー
チャーリー・ハナム / ラミ・マレック
2017 / アメリカ / 2h13

第 71 回カンヌ国際映画祭
審査員賞 受賞
ナディーン・ラバキー

ゼイン・アル＝ラフィーア / ヨルダノス・シフェラウ
2018 / レバノン - フランス / 2h05

ルーカス・ドン
ビクトール・ポルスター/アリエ・ワルトアルテ
2018 / ベルギー / 1h45

新城毅彦

みきもと凛

片寄涼太/橋本環奈/眞栄田郷敦/八木アリサ
2019 / 日本 / 時間未定

山崎貴

モンキー・パンチ

栗田貫一 / 小林清志 / 浪川大輔 / 沢城みゆき
2019 / 日本 / 1h33

