小学生には助言・指導が必要です

4/3 - 4/16

© 2019 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

グッドライアー
偽りのゲーム

ベテラン詐欺師のロイが出会い系サ

4/3 - 4/16

©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！

4/10 - 4/23

© 蝸牛くも・SB クリエイティブ／ゴブリンスレイヤー製作委員会

ゴブリンスレイヤー
GOBLIN'S CROWN

4/10 - 4/23

15 歳以上がご覧になれます

4/10 - 4/16

18 歳以上がご覧になれます

4/10 - 4/16

© 2018FarmLore,LLC

ビッグ・リトル・ファーム
理想の暮らしのつくり方

© 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

シライサン

© 2020 松竹株式会社

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

モンスターの最底辺に位置づけられ

愛犬の鳴き声が原因でＬＡのアパート

たった４人のロシア人捕虜が１両の戦車

親友を突然失った女子大生・瑞紀と、

イトで狙いを定めたのは、夫を亡く

る “ゴブリン”のみを討伐し続ける男

を追い出されたチェスター夫妻。郊外

弟が変死した青年・春男。眼球が破

してまもない世間知らずの資産家ベ

日本へタイムスリップしてしまった

を描いた、累計 500 万部を超える超人

に移り住む決意をした二人は、本当に

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

ティ。徐々に彼女の信頼を獲得してい

小学生ねこの「フク」。元の時代に戻

気ライトノベルを劇場映画化！絶賛さ

体にいい食べ物を育てるため荒れ果

戦車アクションが話題を呼び、日本で

た不可解な事件の真相を探るうち、

くが、事態は思いもよらない方向へと

るため坂本龍馬と協力をしてさまざ

れた TV 版の続編となる本作では、極

てた土地を美しいオーガニック農場に

。
も驚きの大ヒットを放った『 T- 34』

名前を知ってはいけない、目をそむ

転がっていく。
誰しもが抱えている秘密

まな時代を旅することに !? 卑弥呼、

寒の山岳地帯にそびえたつ鉄壁の砦

すべく奮闘を始める。自然の厳しさに

気になる後日談など計 26 分のシーン

けてはいけない “ それ ” の呪いに巻

と嘘。偽りに満ちた人生が暴かれると

織田信長などの偉人（ねこ）達も登

を舞台に、令嬢剣士の救出に向かう。

翻弄されながら夢を追う８年間の軌

が追加された完全版が、ますますダ

き込まれていく。死の恐怖に引きずり

き、至高のライアーゲームがはじまる。

場！ねこ史上最大の冒険が始まる！！

特別料金：1,400 円均一

跡を描いた感動のドキュメンタリー。

イナミックにスクリーンを進軍する！

込む、新たなホラーアイコンの誕生！

ビル・コンドン

河村友宏

ヘレン・ミレン / イアン・マッケラン
2019 / アメリカ / 1h49

尾崎隆晴

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

4/10 - 4/16

© 2018 CJ ENM CORPORATION, PERFECT STORM FILM ALL RIGHTS RESERVED

4/10 - 4/16

ジョン・チェスター

蝸牛くも

梅原裕一郎/小倉唯/東山奈央/ 上坂すみれ
2020 / 日本 / 1h00

© Channel 4 Television Corporation MMXIX

アレクセイ・シドロフ

モリー・チェスター / 愛犬トッド / 動物たち
2018 / アメリカ / 1h31

4/10 - 4/16

© 2019 STX FINANCING, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

4/10 - 4/16

安達寛高（乙一）

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

© 2018 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

4/10 - 4/16

裂し何かに怯えるように死んでいっ

飯豊まりえ / 稲葉友 / 忍成修吾 / 谷村美月
2020 / 日本 / 1h39

© 2019 PBF Movie, LLC. All Rights Reserved.

ザ・ピーナッツバター・
ファルコン

4/10 - 4/16

Producciones AIE, Kinology, Entre Chien et Loup, Ukbar
© 2017 Tornasol Films, Carisco
Filmes, El Hombre Que Mato a Don Quijote A.I.E., Tornasol SLU

テリー・ギリアムの
ドン・キホーテ

PMC ザ・バンカー

娘は戦場で生まれた

ハスラーズ

彼らは生きていた

民間軍事会社（PMC）の傭兵エイハ
ブは CIA の依頼で 11 名の部下ととも

死者数十万人、
泥沼化するシリア。街で

NY のストリップクラブで働く４人の
ダンサーたち。リーマンショックの影

第一次世界大戦中に西部戦線で撮

プロレスラーの養成学校に入ろうと

自分のことをドン・キホーテだと信じ

最後の病院を運営する夫とともに戦

影された膨大なモノクロ記録映像

養護施設を脱走したダウン症のザッ

込む老人が、
そのきっかけを作ったＣＭ

に南北境界線地下にある要塞（バン

場に残ったワアドは、生まれたばかり

響で経済的に困窮した彼女たちは、

を、ピーター・ジャクソン監督が修

クは、孤独な漁師タイラーと出会い

監督を従者にして大冒険の旅に出

カー）に潜入。仲間の裏切りや各国の

の娘のために真実を映像に残すこと

ウォール街の金融マンたちが相変わ

復・着色・再構成したドキュメンタ

意気投合。お金も食料も移動手段も

る… !? 史上最も呪われた企画。諦め

思惑に翻弄され、行き場を失った部

を誓う。死と隣合わせで回し続けたカ

らず裕福に暮らしていることに腹を

リー映画。死と隣り合わせの過酷な

ない二人に看護師のエレノアも加わ

かけていた映画ファンの夢。構想 30

隊は無謀ともいえる作戦に打って出

メラには、非情な戦争と人間の根源的

立て、彼らから大金をだましとる計

戦場や、兵士たちの日常を生々しく

り、人生で一度きりの特別な旅に出

年、９回もの製作頓挫に見舞われた

るが…。
『テロ，ライブ』の監督・主演

な営みが赤裸々に映し出されている。

画を企てる。実話に基づく痛快クラ

浮かび上がらせ「彼らは生きていた」

る。二人の無名監督が書きあげた優

テリー・ギリアム念願の映画がアダ

イム・エンターテインメント！

という圧倒的な真実を突きつける。

しさと強さに満ちた愛すべき一本！

ム・ドライバーの主演でついに完成！

コンビが放つ緊迫の軍事サバイバル。
キム・ビョンウ

第 72 回カンヌ国際映画祭
最優秀ドキュメンタリー賞 受賞

ワアド・アルカティーブ / エドワード・ワッツ

ハ・ジョンウ / イ・ソンギュン
2018 / 韓国 / 2h05

ワアド・アルカティーブ/サマ・アルカティーブ
2019 / イギリス - シリア / 1h40

4/10 - 4/16

COMPLY + - ANCE

© EAST FACTORY INC.

4/10 - 4/16

男と女 人生最良の日々

タイラー・ニルソン/マイケル・シュワルツ

2018 /イギリス- ニュージーランド/ 1h39

2019 / アメリカ / 1h50

© 2019 – Davis Films – Les Films 13

コンプライアンス

ピーター・ジャクソン

ローリーン・スカファリア
ジェニファー・ロペス / コンスタンス・ウー

4/10 - 4/16

シャイア・ラブーフ / ダコタ・ジョンソン
2019 / アメリカ / 1h37

© Bradley Waller

ロミオとジュリエット

4/17 -

© 2020 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

4/17 - 4/30

名探偵コナン 緋色の弾丸

黒い司法

テリー・ギリアム
アダム・ドライバー / ジョナサン・プライス
2018 /スペイン - ベルギー - フランス他 / 2h13

© 2019 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

0％からの奇跡

4/17 - 4/30

名もなき生涯

© 2019 Twentieth Century Fox

日々、度を超えて加速するコンプライ

恋愛映画の金字塔『男と女』から 53

『キャッツ』のフランチェスカ・ヘイ

とあるパーティー会場で拉致事件が

年。おぼろげな記憶のなかで、かつて

ワードなど英国ロイヤル・バレエ団

発生。その裏には事件を監視する赤

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

第二次世界大戦下のオーストリア。

アンス問題。忖度の支配する現状に
一石を投じようと斎藤工の思いに共

愛した女性アンヌを想い続けるジャ

のトップダンサーによる傑作バレエ

井秀一の姿があった。一方でコナンは

の地で、死刑判決を受けた冤罪の

スドイツによる従軍命令と、その軍門

妻と３人の娘と暮らすフランツはナチ

鳴した者たちが「日本における表現

ン・ルイ。そんな父の様子を見た息

「ロミオとジュリエット」がスクリー

に降った教会に従わず収監される。

子は、アンヌを探し出し、２人を再会

ンに登場！映画的なカメラワークと

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

男を救うためひとりの弁護士が立ち

の限界」に挑戦した。音楽、実写、人

上がった。しかし仕組まれた証言や

戦争に加担することを拒み、信念と

形アニメーションなど多様な視点と

させることを決意する。スタッフ・キャ

ロケーションが舞台とは異なるドラ

は秀一をはじめ“ 赤井ファミリー ” が

白人ばかりの陪審員、脅迫などに悩

家族への愛に生きた一人の農夫の

表現が放たれた、近い未来の放送業

ストが奇跡の再集結を果たし、あの

マティックな表現を実現。不朽の悲

遂に集結！世界の注目を集める中起

まされ…。心揺さぶる奇跡の実話を

生き様を通じて、人間の尊厳に迫る

界・映画業界に警鐘を鳴らす問題作。

思い出の場所から始まる新たな物語。

恋物語が新たな感動を生み出す。

きた前代未聞の事件の行く末は！？

『ショート・ターム』の監督が映画化。

巨匠テレンス・マリック監督作品。

齊藤工

クロード・ルルーシュ

秋山ゆずき / 平子祐希 / 斎藤工 / 大水洋介
2020 / 日本 / 1h10

4/17 - 4/23

マイケル・ナン 振付：ケネス・マクミラン

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

© 2018 Mars Town Film Limited

ふたりの J・T・リロイ

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

4/17 - 4/23

© 2019「静かな雨」製作委員会 / 宮下奈都・文藝春秋

4/17 - 4/23

© 2018 DIAPHANA FILMS-FRANCE 3 CINEMA-SCOPE PICTURES

永岡智佳

デスティン・ダニエル・クレットン

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

マイケル・Ｂ・ジョーダン/ジェイミー・フォックス
2020 / アメリカ / 2h17

4/17 - 4/23

© 2019 GFC (CAPITAL) Limited & Upside SAS. All rights reserved

テレンス・マリック
アウグスト・ディール / ヴァレリー・パフナー
2019 / アメリカ - ドイツ / 2h55

4/17 - 4/23

4/24 -

© 2019 Schonne Film IVS

© 臼井儀人 / 双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2020
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

子供のラクガキをエネルギーにして

静かな雨

私の知らないわたしの素顔

21 世紀の資本

ドミノ 復讐の咆哮

アメリカの文学界に突如現れた美

行助はこよみと出会い、親しくなって

デンマークで起きた殺人事件が、憎

いくが、彼女は事故による障害で新

50 代の大学教授クレールは年下の
恋人に捨てられたことがきっかけで、

フランスの経済学者、ピケティのベス

少年作家 J・T・リロイは、ローラと

トセラー『21 世紀の資本』を映画化。

悪と復讐の連鎖の果てに巨大な国際

空に浮かぶ王国「ラクガキングダム」

サヴァンナというふたりの女性が創り

たな記憶を１日しか留めておけなく

年齢を偽り SNS に登録。若い男と

テロに変貌していく―。デンマーク警

が、国の命運をかけて地上へ進撃
ラクルクレヨン」で描いたラクガキた

ベストセラー作家の裏の裏

上げた架空の人物だった―。世界が

なってしまう。明日には忘れられて

のバーチャルな恋愛にのめり込み、

700 ページを超え、完読が難しい原
作とは異なり、名作映画や小説など

騙されたこの一大スキャンダルを、

しまう “ 今日 ” という日々を彼女と生

リアルな「私」と「アバター」の間で

をふんだんに使い、過去 300 年に渡

察、米国 CIA 、国際テロ組織 ISIS、三
つ巴の複雑かつ壮大な闘いの行方

ローラに言われるままリロイを演じ続

きていくと決意した行助だが…。
『四

自分を見失っていく…。ベテラン女

る世界各国の歴史を “ 資本 ” の観点

は !? 巨匠ブライアン・デ・パルマ最新

けたサヴァンナの視点から描く。フィ

月の永い夢』の中川龍太郎監督と

優ジュリエット・ビノシュが新境地

作は、予測不能の事態がノンストップ

ちと世界をお助けできるのか !?『ラ
ブライブ！』監督×『そこのみにて光

クションよりも数奇な実録ドラマ。

音楽家・高木正勝が贈る恋愛物語。

を描くヒューマン・サスペンス。

から切り取ってみせる。21 世紀を生
きる日本人必見の経済ムービー！！

で展開するサスペンス・アクション！

輝く』脚本家で描く劇場版 28 作目！

ジャスティン・ケリー

中川龍太郎

クリステン・スチュワート / ローラ・ダーン
2018 / アメリカ / 1h48

宮下奈都

高木正勝

仲野太賀 / 衛藤美彩 / 三浦透子 / 古舘寛治
2019 / 日本 / 1h39

4/24 -

© 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

4/24 - 5/7

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

サフィ・ネブー
ジュリエット・ビノシュ / ニコール・ガルシア
2019 / フランス / 1h41

4/24 - 4/30

© 2019 RSVP, a division of Unilazer Ventures Private Limited

ジャスティン・ペンバートン

トマ・ピケティ

ジョセフ・E・スティグリッツ
2019 / フランス - ニュージーランド / 1h43

4/24 - 4/30

© 菊池真理子／秋田書店 © 2019 映画「酔うと化け物になる父がつらい」製作委員会

を開始！果たしてしんのすけは「ミ

ブライアン・デ・パルマ

京極尚彦

ニコライ・コスター＝ワルドー/カリス・ファン・ハウテン

小林由美子 / ならはしみき / 森川智之

2019 / デンマーク - フランス他 / 1h29

4/24 - 4/30

© OOO ≪ KinoKlaster ≫ ,2017r.

高田亮

臼井儀人

2020 / 日本 / 1h30 予定

4/24 - 4/30

© 2018 NEXT ENTERTAINMENT WORLD & ANNAPURNA FILMS. All Rights Reserved.

ジョン・F・ドノヴァンの死と生

燃えよスーリヤ !!

酔うと化け物になる
父がつらい

スーリヤは生まれつき痛みを感じな

サキの思い出は、いつも酒に酔った父

い身体の持ち主。幼い頃に観たアク

で塗りつぶされていた。やがて生活に

73 歳のエレーナは充実した老後を
過ごしていたが、突然「いつ死んで

ヴァイオレット・エヴァーガーデン。

人気俳優ジョン・F・ドノヴァンが 29 歳
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

ション映画に影響されて特訓を積み

限界を迎えた母が家族の前から姿を

もおかしくない」と告げられる。離れ

は国籍も身分も異なる捕虜の寄せ集

今は“自動手記人形 ”として誰かの想

に及ぶ秘密の書簡を公開するが…。

逞しい男に成長した。しかし愛する

消し、
その後父の病と、背負っていた借

て暮らす息子には迷惑をかけまいと、

めで…。
『サニー 永遠の仲間たち』の

ヴァイオレット・エヴァーガーデン

感情を持たず、戦うための道具として
生きていた少女がいた。彼女の名は、

私のちいさなお葬式

スウィング・キッズ
ンスチームが結成されるが、メンバー

朝鮮戦争中の捕虜収容所でタップダ

いを手紙に綴る代筆業に従事し、心に

少年時にディカプリオに手紙を送っ

幼なじみとの運 命 的な再 会をきっ

金が発覚。サキは抑えきれなくなった

自分で自分のお葬式の準備を始め

監督がダンスを通して生まれる絆を

愛を刻みながら、大切な人から告げら

たグザヴィエ・ドラン監督自身の思

かけに、悪の組織に立ち向かうこと

気持ちを父にぶつけてしまい―。作者

るが…。エレーナおばあちゃんがと

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

になり…。話題騒然のインド発カン

の実体験を綴り、共感と大きな反響

にかくチャーミング！ロシアから届い

描いた感動作。EXO の D.O. らがビー
トルズやデヴィッド・ボウイの名曲に

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。

フーヒーローアクション！

を呼んだコミックエッセイが映画化。

たハートウォーミングな終活ドラマ。

乗せて渾身のタップを披露する。

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

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

ヴァーサン・バーラー
アビマニュ・ダサーニー/ラーディカー・マダン
2018 / インド / 2h18

片桐健滋

久馬歩

菊池真理子

松本穂香/渋川清彦/今泉佑唯 /ともさかりえ
2019 / 日本 / 1h35

ウラジーミル・コット
マリーナ・ネヨーロワ/アリーサ・フレインドリフ
2017 / ロシア / 1h40

カン・ヒョンチョル
D.O. /ジャレッド・グライムス / パク・ヘス
2018 / 韓国 / 2h13

