小学生には助言・指導が必要です

1/19 -

SKYDANCE PRODUCTIONS, LLC AND
© 2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., RATPAC-DUNE
ENTERTAINMENT LLC

1/19 -

© 2017 STUDIOCANAL S.A.S All Rights Reserved.

パディントン２
あの紳士すぎるクマが帰ってく

濡れ衣を着せられてしまったパディ

る！世界に一つだけの飛び出す

ントンは、ブラウン一家と共に真犯

絵本をおばさんクマのルーシー

人を捕まえることができるのか ! ?

にプレゼントしようとバイトに精
を出すパディントン。
しかしその本
は宝の地図だった！本が盗まれ、

ポール・キング

マイケル・ボンド

ベン・ウィショー / ヒュー・グラント

気象コントロール衛星のおかげで、

ニューヨークに暮らす少年ジェイク

地球上のどこでも快適な気候を実現

は、毎夜同じ夢に悩まされている。異

した近未来。しかしある日、衛星が暴

界の地「中間世界」で、
世界の支柱

走し、世界中が未曾有の巨大災害に見

「タワー」をめぐり、銃使いローランド

舞われる。衛星開発者の一人である

と魔道士ウォルターの壮絶な戦いが繰

ジェイクは原因を突き止めるため宇

り広げられているのだが…。スティー

宙へと向かうが…。地球滅亡の危機

ヴン・キングが執筆に約 30 年を要し

を描く驚愕のディザスタームービー。

た同名小説シリーズ、
待望の映画化！

© LEVEL-5 ／映画『妖怪ウォッチ』プロジェクト 2017 © 水木プロ・東映アニメーション

映画 妖怪ウォッチ シャドウサイド 鬼王の復活
ケータたちの世界から 30 年後。

だった！妖怪アニメの大先輩｢ゲゲ

人の悪意に感染し増殖する妖怪

ゲの鬼太郎｣も登場！力を合わせて

ウイルス・鬼まろが地球を襲って

世界の危機に挑む！

いた。人類滅亡の危機を救える
のは、妖怪ウォッチに選ばれし者。
なんとそれはケータの娘・ナツメ

12/30 - 1/12

© 2017 UNIVERSAL STUDIOS All Rights Reserved

ゲット・アウト

ウシロシンジ

ニコライ・アーセル

ジェラルド・バトラー / ジム・スタージェス

上映中

上映中

レベルファイブ

2017 / 日本 / 1h34

© 2017 映画「彼女がその名を知らない鳥たち」製作委員会

イドリス・エルバ / マシュー・マコノヒー

上映中

© 2017「リベンジ girl」製作委員会

上映中

© 2017 SR MEDIA KHORGOS TAIHE SHINEWORK PICTURES SR CULTURE & ENTERTAINMENT. ALL RIGHTS RESERVED

カンフー・ヨガ

カンフーの達人でもある考古学者

ジャッキー×ボリウッドがどんな化学

のジャック
（ジャッキー・チェン）は、

反応を魅せてくれるのか！？ハイテン

失われた財宝探しを持ちかけら

ション・アクション・アドベンチャー！

れ世界各地を巡ることに…。十八
番のカンフーアクションにインド
映画のスパイスが絡み合う本作。

上映中

© 2017 映画「8 年越しの花嫁」製作委員会

DESTINY 鎌倉ものがたり

リベンジ girl

８年越しの花嫁

奇跡の実話

スタンリー・トン『ポリス・ストーリー３』
ジャッキー・チェン / アーリフ・リー
2017 / 中国 - インド / 1h47

12/30 - 1/12

© 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation

gifted ／ギフテッド

鎌倉に住むミステリー作家・正和のも

東大首席でミスキャンパス１位の宝

とに嫁いできた年若い亜紀子。しかし、

石美輝は頭脳明晰＆容姿端麗だが、

YouTube の動画をきっかけに、書籍
化もされた奇跡の実話を映画化！
！結

そこは人間と魔物たちが仲良く暮らす

残念なことに極度の性格ブス！そんな

婚式の直前に原因不明の病に倒れ意

で特別な才能（ギフテッド）が発覚。フ

摩訶不思議な町だった…。堺雅人と

彼女が大失恋を機に、男にリベンジを

識不明となった花嫁。新郎は彼女の

ランクはメアリーを特別扱いしないと

高畑充希を主演に『ALWAYS 三丁目
の夕日』チームが贈る、人間と人間な

誓う。それは「女性初の総理大臣」に

側で回復を祈り続け、
ようやく目を覚ま

決めていたが、教育方針の違う彼の母

なる事！報道番組のキャスター＆
「世

すものの、さらなる試練が二人を待ち

は２人を引き離そうとして…。
『（ 500 ）日

らざるものの交流が紡ぎ出す、笑い

界で最も美しい顔100人」の常連・桐

受けていた…。誰も見たことがない愛

のサマー』のＭ・ウェブ監督が贈る、家族

と感動の冒険ファンタジー！

谷美玲が魅せるラブコメディ！

の形に涙する奇跡のラブストーリー。

の素晴らしさを描くヒューマンドラマ。

三木康一郎

西岸良平

堺雅人 / 高畑充希 / 堤真一 / 安藤サクラ

清智英 / 吉田恵里香

桐谷美玲 / 鈴木伸之 / 清原翔 / 馬場ふみか
2017 / 日本 / 1h50

2017 / 日本 / 2h09

1/6 - 1/19

スティーヴン・キング

2017 / アメリカ / 1h35

© 2017「DESTINY 鎌倉ものがたり」製作委員会

山崎貴

上白石萌音/千葉雄大/田村睦心 /野沢雅子

© 2017 MRC. The Dark Tower, the movie
© 2017 CPII and MRC. All Rights Reserved.

ダークタワー

ディーン・デヴリン

18 歳以上がご覧になれます

The Dark Tower and all associated characters TM &

ジオストーム

2017 / アメリカ / 1h49

2017 / イギリス / 1h44

1/27 -

15 歳以上がご覧になれます

1/6 - 1/19

© TYPE-MOON・ufotable・FSNPC © TYPE-MOON

彼女がその名を知らない鳥たち

劇場版「Fate/stay night [ Heaven's Feel]」
I.presage flower

1/13 - 1/26

瀬々敬久『６４ ロクヨン』

岡田惠和

佐藤健/土屋太鳳/北村一輝/浜野謙太/中村ゆり
2017 / 日本 / 1h59

© Koi・芳文社 / ご注文は製作委員会ですか？？

1/13 - 1/26

母と死別して叔父のフランクに育てら
れたメアリーは、学校に通い始めたこと

マーク・ウェブ
クリス・エヴァンス / マッケナ・グレイス
2017 / アメリカ / 1h41

© 2016 TWO STRINGS, LLC. All Rights Reserved.

ご注文はうさぎですか? ?
Dear My Sister

KUBO／クボ 二本の弦の秘密

1/13 - 1/26

GODZILLA

© 2017 TOHO CO., LTD.

怪獣惑星

黒人の写真家クリスは白人の彼女ロー

下品で貧相な陣治を毛嫌いしながら、

手にした者の願いを叶えるという「聖

喫茶店・ラビットハウスに下宿しなが

魔法の三味線で命を吹き込んだ折り

二十世紀最後の夏、巨大生物「怪獣」

ズの実家へ招待された。歓迎を受けるも

その稼ぎに頼り怠惰に生活する十和

杯」
をめぐり、魔術師たちが英霊を召喚

ら店員として働く主人公のココア。

紙を自在に操る少年、クボ。闇の力を

とその怪獣をも駆逐する究極の存在
「ゴジラ」が出現。地球を追われた人

のの、黒人の使用人がいることに違和感

子。かつての恋人を忘れられず、似

して戦う「聖杯戦争」を描いたヴィジュ

下宿生活を始めて２度目のある夏

持った祖父たちに愛する両親を殺さ

を覚える。その翌日のパーティ、白人ば

通った男性との情事に溺れる一方、

の日、駅のホームには神 妙な面 持

れたクボは、サルとクワガタを仲間に

類は２万年の歳月を経て帰還するが、

かりの中、ひとりの黒人青年がいた。し

元恋人の失踪に陣治が関与している

アルノベルゲーム『Fate/stay night』。
その３つ目のルート
［Heaven's Feel］

ちのココアの姿が。彼女の目的は一

迎えて仇討ちの旅に出るが…。中世

地球はすでにゴジラを頂点とした未

かし彼は突如豹変し「出ていけ！」
と襲い

のではと疑い始める。不穏で不快な

が全三章で映画化。主人公の士郎を

体…？ほのぼの日常生活とかわいい

の日本を舞台に、驚異的な美しさの

知の世界へと変貌していた…。シリー

掛かってきた。何かがおかしい―。映画

人間関係がやがて愛の物語へと昇

慕う間桐桜を通じて明らかになる、聖

キャラクターでアニメファンを魅了

ストップモーションアニメで繰り広げ

ズ初のアニメーション映画は今までの

の常識を覆すサプライズ・スリラー。

華する。鬼才・白石和彌監督最新作。

杯戦争の真実とは？

した「ごちうさ」待望の劇場版！

られる不思議で壮大な冒険絵巻！

ジョーダン・ピール

ジェイソン・ブラム

ダニエル・カルーヤ/アリソン・ウィリアムズ
2017 / アメリカ / 1h44

白石和彌

須藤友徳

沼田まほかる

阿部サダヲ / 蒼井優 / 松坂桃李 / 竹野内豊
2017 / 日本 / 2h03

1/13 - 2/2

LLC.
© 2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND RATPAC-DUNEALLENTERTAINMENT
RIGHTS RESERVED.

奈須きのこ/TYPE-MOON

杉山紀彰 / 下屋則子 / 神谷浩史 / 川澄綾子
2017 / 日本 / 2h00

1/13 - 1/26

© 2016 Nine Cats LLC

1/13 - 1/26

© Loving Vincent Sp. z o.o/ Loving Vincent ltd.

“ それ ” が見えたら、終わり。

猫が教えてくれたこと

謎の児童行方不明事件が相次ぐ田

ヨーロッパとアジアの文化が交わっ

「ひまわり」など多数の名画を残した

舎町。ある大雨の日、ビルの弟が多

た美しい景観が残るトルコの古都イ

画家フィンセント・ファン・ゴッホ。
「自

量の血痕を残し失踪した。悲しみに

スタンブール。ここで自由気ままに

殺」とされるその最期には不可解な

暮れるビルの前に、突如 “それ”が現

日々を暮らす７匹の個性豊かな野良

れる…。
『エクソシスト』を超え、全米

猫たちを主役に、猫と人の心温まる

ホラー映画史上 No.1 記録を更新し、

触れ合いを優しく見つめていく。まる

続編制作も決定！全米を震撼させた

で猫とイスタンブールに贈られたラブ

恐怖のピエロがいよいよ東根上陸！

レターのようなドキュメンタリー。

アンディ・ムスキエティ

スティーヴン・キング

2017 / アメリカ / 2h15

1/27 - 2/2

密偵

© 2016 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

ジェイダ・トルン
イスタンブールの猫たち
2016 / アメリカ / 1h19

1/27 - 2/2

ゴッホ 最期の手紙

1/20 - 2/2

© 2016 EUROPACORP-FRANCE 2 CINEMA

虚淵玄

宮野真守/櫻井孝宏/花澤香菜/杉田智和/梶裕貴
2017 / 日本 / 1h29

2016 / アメリカ / 1h43

1/20 - 2/2

and RatPac-Dune
© 2016 Universal Pictures, Warner Bros. Entertainment Inc.Entertainment
LLC

1/27 - 2/2

© BRITISH BROADCASTING CORPORATION / THEIR FINEST LIMITED 2016

セントラル・インテリジェンス

人生はシネマティック！

政治、それはロビイストの陰の活動

冴えない中年会計士カルヴィンの前

第二次大戦中のロンドン。英政府は

によって動かされる世界。銃規制派

に、いじめられっ子だった高校の同

国民を鼓舞するため、ダンケルクの戦

のロビイスト会社に移籍したエリザ

級生ボブがマッチョな姿に生まれ変

いを描いたプロパガンダ映画を企画。

真実が隠されている。
「我々は自分た

ベスは、持ち前の天才的な戦略を駆

ちの絵にしか語らせることはできない

使して目的の達成に迫る。しかしそこ

わって現れる。CIA を名乗るボブは
組織に追われているらしく、カルヴィ

のコピーライター秘書だった。軍部の

のだ」
。ゴッホの言葉にのっとり、実写

に思わぬ事件が発生し…。ジェシカ・

ンは助けを求められるが…。ドウェイ

検閲や政府の要望に応えながら、映

映画を６万枚もの油絵で再現。大胆

チャステイン主演で、政治の舞台裏を

ン・ジョンソン主演、全米メガヒット

画の完成に奮闘するが…。愛とユー

な手法で偉大な画家の魂に迫る。

リアルに描いた社会派サスペンス。

の凸凹バディアクション・ムービー！

モアに満ちた感動の映画讃歌！

ドロタ・コビエラ / ヒュー・ウェルチマン
ダグラス・ブース / ジェローム・フリン
2017 / イギリス - ポーランド / 1h36

ジョン・マッデン『恋におちたシェイクスピア』
ジェシカ・チャステイン / マーク・ストロング
2016 / フランス - アメリカ / 2h12

2/3 - 2/9

2/1 -

© 宮月新・神崎裕也／集英社

女神の見えざる手

静野孔文『名探偵コナン』/ 瀬下寛之

トラヴィス・ナイト
矢島晶子 / 田中敦子 / ピエール瀧 / 小林幸子

ローソン・マーシャル・サーバー
ドウェイン・ジョンソン / ケヴィン・ハート
2016 / アメリカ / 1h47

2/3 - 2/9

2018「不能犯」製作委員会

脚本を任されたのは、執筆経験ゼロ

ロネ・シェルフィグ『17 歳の肖像』
ジェマ・アータートン / サム・クラフリン
2016 / イギリス / 1h57

© SPUTNIK OY, 2017

2/3 - 2/9

© 2017 ZOOKEEPER’S WIFE LP. ALL RIGHTS RESERVED.

ユダヤ人を救った動物園

不能犯

はじまりの街

希望のかなた

島で暮らす中学生の信之は、恋人の

不能犯…思い込みやマインドコント

暴力をふるう夫から逃れるため、アン

シリア内戦を逃れたカリードは、妹を

ロールで相手を殺す犯罪。死因が病

ナは 13 歳の息子を連れてローマから

探してヘルシンキに流れ着く。難民へ

ンチュルは、義烈団のリーダー、キム・

美花を守るため男を殺してしまう。25
年後、信之は妻子と、美花は芸能界

死や自殺、事故に見えるため、立証

トリノに移り住む。しかし見知らぬ土

の差別と暴力にさらされるも、レスト

が連行される中、動物園を営むヤン

ウジンに接近。双方の諜報戦が繰り

で華やかに生きていたが、過去を知

不可能。見つめるだけで、相手を死に

地での新生活は思うようにいかず、

ランオーナーのヴィクストロムと仲間

とアントニーナは、彼らを救出し地下

広げられるなか、義烈団は京城に爆

る幼馴染みが現れたことで忌まわし

追いやる「不能犯」の男（松坂桃李）

親子の間にはすれ違いが生まれてき

たちは彼を雇用し、救いの手を差し

の檻に匿うことに。しかし園内には常

弾を運び込む計画を進めていた。
『悪

い記憶に翻弄されてゆく。日常に潜む

と、唯一コントロールできない女刑事

て…。人生の再スタートに奮闘する母

伸べるが…。不寛容の時代に抵抗す

にドイツ兵の監視の目が向けられて

魔を見た』のキム・ジウン監督が放つ

暴力を描いた三浦しをんの野心作を、

（沢尻エリカ）が繰り広げるスリラー・

子と彼らを温かく支える周囲の人々

るカウリスマキ監督の新たな傑作。

サスペンス巨編！

鬼才・大森立嗣監督が映画化。

いて…。深い愛と強い信念で 300 人
もの命を救った実在の夫婦の物語。

1920 年代、独立運動団体「義烈団」
の監視を命じられた日本警察イ・ジュ

キム・ジウン
ソン・ガンホ / コン・ユ / イ・ビョンホン
2016 / 韓国 / 2h20

光

© 三浦しをん／集英社 © 2017「光」製作委員会

Koi

2017 / 日本 / 1h00

I T ／イット

ジェイデン・リーバハー / ビル・スカルスガルド

橋本裕之

佐倉綾音/水瀬いのり/種田梨沙 / 佐藤聡美

「ゴジラ」の常識全てを覆す！

大森立嗣

ジェフ・ミルズ

井浦新 / 瑛太 / 長谷川京子 / 橋本マナミ
2017 / 日本 / 2h17

を描き、深い感動を誘う人間ドラマ。

エンターテインメント！
白石晃士『貞子VS伽椰子』

宮月新 / 神崎裕也

松坂桃李 / 沢尻エリカ / 新田真剣佑 / 間宮祥太朗
2018 / 日本 / 1h46

イヴァーノ・デ・マッテオ
マルゲリータ・ブイ / ヴァレリア・ゴリーノ
2016 / イタリア - フランス / 1h47

第 67 回ベルリン国際映画祭
銀熊賞（監督賞）受賞
アキ・カウリスマキ

シェルワン・ハジ / サカリ・クオスマネン
2017 / フィンランド / 1h38

アントニーナが愛した命

ドイツ軍によるポーラン
1939 年９月、
ド侵攻が始まった。多くのユダヤ人

ニキ・カーロ『スタンドアップ』
ジェシカ・チャステイン/ダニエル・ブリュール
2017 / チェコ - イギリス - アメリカ / 2h07

