小学生には助言・指導が必要です

4/27 -

アベンジャーズ インフィニティ・ウォー
“最凶最悪の敵”サノス登場！何度

4/27 -

© 2018 MARVEL

© 吉住渉／集英社 © 2018 映画「ママレード・ボーイ」製作委員会

ママレード・ボーイ

15 歳以上がご覧になれます

18 歳以上がご覧になれます

5/18 -

© 2018「のみとり侍」製作委員会

のみとり侍

公開から 10 年を迎える今年、マーベ
ルの大人気ヒーローが総出演する

高校生の光希と遊は、
ある日突然、

から愛され続ける少女漫画を、ラブ

生真面目なエリート侍・小林寛之

市井の人々に助けられながら江戸の

も世界を救ってきたアベンジャー

互いの両親の離婚＆パートナー

ストーリーの名手、廣木隆一監督が

進は藩主の怒りを買い、猫の「蚤

ヒーローになってゆく様子をコミカ

ズでも歯が立たず、スパイダーマ

集大成作品がいよいよ開幕！
！

を交換した再婚を契機に一緒に

実写化のメガホンをとる。

とり」を生業とする貧乏長屋に左

ルに描いた抱腹絶倒の時代劇。

ンら新戦力が加わり、決死の総力
戦に挑む！！
『アベンジャーズ』シ
リーズ第３作目。
『アイアンマン』

5/4 -

ホース・ソルジャー

暮らすことになる。６人２家族で

アンソニー・ルッソ / ジョー・ルッソ

廣木隆一『ストロボ・エッジ』

の共同生活に戸惑う光希だが次

ロバート・ダウニー・J r. /ジョシュ・ブローリン

第に遊に惹かれていき…。90 年代

2018 / アメリカ / 2h30

2018 / 日本 / 2h07

5/18 -

© 2018 BY HS FILM, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

吉住渉

桜井日奈子/吉沢亮/佐藤大樹/中山美穂/筒井道隆

© 2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

ランペイジ 巨獣大乱闘

遷されてしまう。しかしその実態
はなんと、女性に愛を奉仕する裏
稼業だった！落ちぶれた藩士が、

5/18 -

ピーターラビット

鶴橋康夫『後妻業の女』

小松重男

阿部寛 / 寺島しのぶ / 豊川悦司 / 斉藤工
2018 / 日本 / 1h49

© 2018 SONY PICTURES ENTERTAINMENT (JAPAN) INC. ALL RIGHTS RESERVED.

2001年９月11日のその翌日、アメ
リカはタリバンに反撃を開始。最

５万人。険しい山岳地帯のため、一行

遺伝子実験の失敗によって、ゴリ

ちの暴れる理由は一体なんなのか？

世界で一番幸せなウサギのピー

は馬による移動と戦闘を強いられる。

ラ、オオカミ、ワニなどの動物たち

そして最弱となった人類に希望は？

ター。たくさんの仲間や画家のビア

ぬ大事件に発展！人気絵本の「ピー

前線部隊に志願したミッチ・ネル

グリーンベレーの知られざる実話。

が巨大化、凶暴化してゆき、最恐の

怪獣大乱闘パニック・アクション！
！

と楽しく暮らしていた。ところがあ

ターラビット」が遂に実写映画化！

ソン大尉は、テロ集団の拠点を制
圧すべく、わずか12人で現地へ乗り
込んだ。作戦期間は３週間、敵勢は

5/11 - 5/17

2017 ASESORIAS Y PRODUCCIONES FABULA LIMITADA; PARTICIPANT PANAMERICA,
©LCC;
KOMPLIZEN FILM GMBH; SETEMBRO CINE, SLU; AND LELIO Y MAZA LIMITADA

ナチュラルウーマン

ニコライ・フルシー

怪獣が誕生してしまう！巨大化が

ダグ・スタントン

クリス・ヘムズワース / マイケル・シャノン

いドウェイン・ジョンソン！巨獣た

2018 / アメリカ / 2h10

5/11 - 5/17

© 2015 Drax (Canada) Productions Inc./ Drax Films UK Limited.

ドウェイン・ジョンソン / ナオミ・ハリス
2018 / アメリカ / 1h48 予定

5/11 - 5/24

5/11 - 5/24
©

る日、ロンドンから動物嫌いのマク

ブラッド・ペイトン

止まらない怪獣ＶＳ勢いが止まらな

2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., VILLAGE ROADSHOW FILMS NORTH AMERICA INC. AND
RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC - - U.S., CANADA, BAHAMAS & BERMUDA 2018 WARNER BROS.
ENTERTAINMENT INC., VILLAGE ROADSHOW FILMS (BVI) LIMITED AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT INC.

©

ルイの９番目の人生

15 時 17 分、パリ行き

ダウンサイズ

人口増加で住みづらくなった地球で

最愛の恋人が急死し、悲しみに暮れる

毎年必ず事故に遭ってきたルイ・ド
ラックスは、
９歳の誕生日に崖から転

2015 年、乗客 554 人を乗せたパリ行
きの特急列車内で無差別テロ事件が

葬儀への参列さえも拒まれるなど、容

落しついに昏睡状態に。一方で、ルイ

発生。極限の恐怖と緊張感の中、犯

人間を 1/14 に縮小＝ダウンサイズす
る技術が開発された。縮小後の世界

赦ない差別や偏見にさらされるが…。

の周囲では奇妙な出来事が起こるが、

人に勇敢に立ち向かったのは幼馴染

では少ない資産でも優雅な生活を送

世界が注目する“ 新人女優 ” ダニエ

担当医が辿り着いたのは予想だにし

の３人の若者たちだった―。巨匠クリ

れるはずだと、希望をもってダウンサ

ラ・ヴェガが主人公を熱演。自分らし

ない衝撃的な真実だった。ヒッチコッ

ント・イーストウッド監督が、当事者で

イズすることを決めたポール（マット・

く、誇り高く生きる姿が熱く胸を打つ。

クを彷彿とさせる映像世界で心の闇

ある３人を本人役としてキャスティン

デイモン）
。
しかし、彼を待ち受けてい

に切り込む心理サスペンス。

グし、事件当日の真実に迫る。

たのは予想もしない人生だった…。

セバスティアン・レリオ
ダニエラ・ヴェガ / フランシスコ・レジェス
2017 / チリ-アメリカ-ドイツ-スペイン / 1h44

5/25 -

アレクサンドル・アジャ

リズ・ジェンセン

ジェイミー・ドーナン/エイダン・ロングワース
2016 / カナダ - イギリス / 1h48

© 2017 映画「友罪」製作委員会 © 薬丸岳／集英社

友罪
ジャーナリストの夢破れて町工

アレクサンダー・ペイン

クリント・イーストウッド

マット・デイモン / クリステン・ウィグ

アンソニー・サドラー / アレク・スカラトス

2017 / アメリカ / 2h15

2018 / アメリカ / 1h34

レガーが引っ越してきて、幸せだっ
た生活は一変！ピーターたちとマ

ウィル・グラック

ビアトリクス・ポター

ローズ・バーン / ドーナル・グリーソン
2018 / オーストラリア-アメリカ-イギリス/ 1h35

© 2018 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

トランスジェンダーの歌手マリーナ。

第 90 回アカデミー賞
外国語映画賞 受賞

クレガーの争いはヒートアップし、思わ

6/1 - 6/14

© 2017「blank13」製作委員会

blank13 （ ブランク13 ）

5/18 -

© Aamir Khan Productions Private Limited and UTV Software Communications Limited 2016

ダンガル きっと、つよくなる
インド映画世界興収史上 No.1！

のアーミル・カーン。
「家族愛にホロ

生活のためにレスリングを引退し

リ」どころじゃない、号泣＆胸熱必至

た熱血男が、
２人の娘の格闘セン

の大感動作にして、
まさかの実話 !!

スに希望を見出し、夢を託して特
訓を開始する！主演はインドの
国民的スター『きっと、
うまくいく』

ニテーシュ・ティワーリー
アーミル・カーン『きっと、うまくいく』『ＰＫ』
2016 / インド / 2h20

6/1 -

50 回目のファーストキス

© 2018「50 回目のファーストキス」製作委員会

始める―。
『64 ロクヨン』の瀬々敬久
監督のもと、生田斗真と瑛太が渾身

13 年前に失踪した酒と金にだらし
ない父の消息が判明、息子のコウ

家族の知らない父の姿が浮かび上

ハワイに住むプレイボーイが本気

魂』や『勇者ヨシヒコ』シリーズなど

場で働き始めた益田と、同僚の鈴

がってゆく。熱狂的な映画フリーク

で恋をしたのは、記憶が１日で消え

ギャグコメディを得意とする福田雄一

木。次第に心を通わせていく二人

の演技で挑んだ慟哭の人間ドラマ。

ジは病室を訪ねた。父は癌に侵さ

で知られる斎藤工の長編初監督作。

てしまう女性だった…。2004 年に
公開されたドリュー・バリモア×ア

監督が本気でラブストーリーに挑戦！

だったが、あるきっかけで益田は、
鈴木が17 年前の連続児童殺傷事
件の元少年犯ではないかと疑い

娼年

2017 映画「娼年」製作委員会

東京の名門大学に通う森中領は、生活
や女性との関係にも退屈していた。そん
な領に、女性向け会員制クラブのオー
ナー・静香が〈娼夫〉の仕事を持ちか
ける。最初こそ戸惑ったが、次第に女
性の中に隠された欲望の不思議さに
心惹かれ出す…。舞台化もされ、話題と
なった鮮烈な愛のドラマ、遂に映画化。
三浦大輔『愛の渦』

石田衣良

松坂桃李 / 真飛聖 / 冨手麻妙 / 西岡徳馬
2018 / 日本 / 1h59

薬丸岳

2018 / 日本 / 2h09

齊藤工

ま三ヶ月後に他界。そして迎えた
葬儀の日、参列者たちの言葉から

はしもとこうじ

高橋一生 / リリー・フランキー / 松岡茉優
2017 / 日本 / 1h10

6/1 -

5/25 - 6/7

© 石田衣良／集英社

瀬々敬久

生田斗真 / 瑛太 / 佐藤浩市 / 夏帆 / 山本美月

れており、隔たりを埋められないま

© 臼井儀人 / 双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2018

デッドプール２

みんなの「俺ちゃん」が帰ってきた！
！
前回の仲間はもちろん、忽那汐里演
じる新キャラなども登場し、最強鬼や
ばチーム「エックス・フォース」を結
成！異色の無責任ヒーローが贈るア
クションコメディ第２弾！
デヴィッド・リーチ『アトミック・ブロンド』
ライアン・レイノルズ / ジョシュ・ブローリン / 忽那汐里
2018 / アメリカ / 時間未定

孝之×長澤まさみでリメイク。
『銀

上映中

© 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved

R 指定ながら全世界大ヒット、毒舌＆
下ネタ連発、不死身で無敵で不敵の

ダム・サンドラー主演の名作を山田

上映中

© 2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED

レディ・プレイヤー 1
想像したこと全てが現実になり、

他、ガンダムや AKIRA の金田バイク

何にでもなれる夢のバーチャル世

など日本が世界に誇る人気キャラも

。どこかに眠るという
界「OASIS」

大活躍！史上最高のアドベンチャー ! !

“宝の卵”を見つけるべく、全人類参
加のトレジャー・ハンティングが始
まる！デロリアンやキングコングの

スティーヴン・スピルバーグ

アーネスト・クライン

タイ・シェリダン / オリビア・クック
2018 / アメリカ / 2h20

福田雄一『銀魂』
山田孝之/長澤まさみ/ムロツヨシ/佐藤二朗
2018 / 日本 / 1h54

上映中

© 2018 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

映画クレヨンしんちゃん

爆盛！カンフーボーイズ ～拉麺大乱～

名探偵コナン ゼロの執行人

春日部にある中華街アイヤータウン

コナン最新作は、私立探偵・公安警

で、伝説のカンフー「ぷにぷに拳」を

察・黒ずくめの組織の《３つの顔》を

習うことになったしんのすけ達。その

持つ謎の男・安室透がメインキャラと

頃、食べると凶暴になる謎のラーメン

して登場！東京サミット開催地で発

が大流行。街の平和を取り戻すため

生した爆破事件を巡り、次第に敵対

にカスカベ防衛隊が立ち上がる！アク

し始めるコナンと安室。真実を暴く者

ション大盛り・友情濃いめ、全篇ノー

VS 正義を貫く者。魂がぶつかり合う
極秘任務ミステリーの幕が開ける！

スタント
（笑）で贈る超大作！
高橋渉『映画クレヨンしんちゃん ガチンコ！逆襲のロボとーちゃん』

立川譲

矢島晶子/潘めぐみ/ももいろクローバー Z

高山みなみ/山崎和佳奈/小山力也/古谷徹

2018 / 日本 / 1h44

青山剛昌

2018 / 日本 / 1h50

