小学生には助言・指導が必要です

上映中

© 2019 Universal Pictures. All Rights Reserved.

上映中

© 2020 映画「風の電話」製作委員会

上映中

© 2020『サヨナラまでの 30 分』製作委員会

1/31 -

© 2019 Sony Pictures Digital Productions Inc. All rights reserved.

15 歳以上がご覧になれます

1/31 -

© 2019 映画「AI 崩壊」製作委員会

18 歳以上がご覧になれます

1/31 -

© 2020「嘘八百

京町ロワイヤル」製作委員会

キャッツ CATS

風の電話

1981 年のロンドンでの初 演 以 来、
世界中の人々を魅了し続ける傑作

岩手県大槌町在住の佐々木格氏が
自宅の庭に設置した〈風の電話〉
。電

ミュージカル『キャッツ』を、
『レ・ミ

話線は繋がっていないが、天国に繋

生 ･ 颯太が現れ再結成を迫る。実は

た大人気シリーズ待望の続編！引

走！年齢、遺伝子情報、犯罪歴など

動を繰り広げた人気コメディの続編

ゼラブル』のトム・フーパーが監督、

がる特別な電話として今も多くの人々

颯太の中身は 1 年前に死んだボーカ

退を真剣に考えているマーカスに対

から命の価値を選別し “ 価値の無い

が登場！今度はとある京美人に頼ま

スピルバーグが製作総指揮を務め

が訪れている。この実在する〈風の電

ルのアキだった！偶然拾ったアキの

して、マイクがコンビとして最後の共

人間 ”と判断した人々の殺戮を開始

れて古田織部の幻の茶器にまつわる

待望の映画化。年に１度、新たな人

話〉をモチーフに、東日本大震災から

カセットテープを颯太が再生する 30

同捜査を依頼。最強コンビは本当に

人助け。有名古美術店主人、大御所

生を生きられるたった１匹の猫を選

８年、広島から岩手へ傷ついた心を

分だけ、２人は入れ替わる。出会うは

これで見納めになってしまうのか！？

した。A I を暴走させたテロリストと
して容疑をかけられたのは A I 開発

ぶ特別な舞踏会が幕を開ける。

抱えた少女の旅が始まる—。

ずのない２人の 30 分の奇跡の物語。

痛快アクションコメディ第３弾！

者の桐生。決死の逃亡劇が始まる！

き込んでの大騒動の結末やいかに！？

トム・フーパー

諏訪敦彦

フランチェスカ・ヘイワード/ジュディ・デンチ
2019 / イギリス - アメリカ / 1h49

モトーラ世理奈/西島秀俊/西田敏行/三浦友和
2020 / 日本 / 2h19

サヨナラまでの 30 分

バッドボーイズ フォー・ライフ

AI 崩壊

メジャーデビューを目前に解散したバ

ウィル・スミスとマーティン・ローレ

ンド ECHOLL 。1 年後、見知らぬ大学

ンス演じる刑事コンビの活躍を描い

2030 年。人々は AI によって生活を
支えられていた。しかし突然 A I が暴

萩原健太郎

アディル・エル・アルビ/ビラル・ファラー

新田真剣佑 / 北村匠海 / 久保田紗友 / 葉山奨之

ウィル・スミス / マーティン・ローレンス

2020 / 日本 / 1h54

2/21 -

スキャンダル
2/14 -

1917 命をかけた伝令

© 2019 Universal Pictures and Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved.

第一次世界大戦中の1917 年、若
きイギリス人兵士２人に重要な任

まる。戦場を駆け抜ける兵士の１日を

務が命じられる。それは最前線に

た、予測不能のタイム・サスペンス！

いる味方に作戦中止の命令を届け
ること。刻々とタイムリミットが迫る
中、危険かつ困難なミッションが始

1/31 - 2/13

© 2019 こうの史代・双葉社／「この世界の片隅に」製作委員会

この世界の
（さらにいくつもの）片隅に

広島県呉に嫁いだすずとその家族の

臨場感溢れるワンカット映像で描い
サム・メンデス

© Lions Gate Entertainment Inc.

2019 / アメリカ / 1h59

ジョン・デロリアン

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』で

レッド

2/21 -

2/28 -

© 2019 TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION. ALL RIGHTS

恐竜超伝説

野性の呼び声

名 優ハリソン・フォード主 演 最 新

劇場版 ダーウィンが来た！

夫と娘と何不自由ない生活を送って

中井貴一 / 佐々木蔵之介 / 広末涼子 / 友近
2020 / 日本 / 1h46

いるかに思われた塔子だったが、心の

NHK の人気自然番組 “ダーウィンが
来た！” の劇場版第２弾がいよいよ

イルズをセクハラで提訴した。看板

どこかに行き場のない思いを抱えてい

公開。今回の主役は恐竜！最先端

険小説を完全映画化！アラスカで

番組を担当するメーガンは過去を思

た。そんなある日、かつて愛した鞍田

技術で作り上げられた超リアルでド

たった独りで旅するソーントンと、
ペットとして育った名犬バック。数

作！ジャック・ロンドンの伝説の冒

い出して動揺し、若手のケイラはロ

と再会してしまう。鞍田は塔子の気持

迫力な恐竜たちが、スクリーン狭しと

ジャーと直接対決するチャンスを手

ちを少しずつほぐしていくのだが…。

暴れまわる！最新の研究で明らかに

奇な運命に導かれ “ 最強の相棒 ”

に入れるが…。メディア界に激震が

直木賞作家・島本理生の問題作を

なった、これまでの常識を覆す新た

となった２人が “ 最高の冒険 ” へと

走った騒動の裏側をお伝えします。

夏帆と妻夫木聡の競演で映画化。

な恐竜世界を映画館で堪能しよう！

旅立つ感動のアドベンチャー！

シャーリーズ・セロン / ニコール・キッドマン
2019 / アメリカ - カナダ / 1h49

© Driven Film Productions 2018

Red

© 2020「Red」製作委員会

鑑定家にテレビ局や国家機関まで巻
武正晴

大沢たかお/賀来賢人/広瀬アリス/岩田剛典
2019 / 日本 / 2h11

2/21 -

冴えない古美術商と、腕は立つがくす
ぶり続ける陶芸家が、騙し合いの大騒

FOX ニュースの元人気キャスター・
グレッチェンが CEO のロジャー・エ

ジェイ・ローチ

ジョージ・マッケイ/ディーン＝チャールズ・チャップマン

2/7 - 2/13

2020 / アメリカ / 1h53

入江悠

嘘八百 京町ロワイヤル

2/7 - 2/13

Films Production, RFF International, 2006 Production, Detail
© 2018 Zeyno Film, Memento
Film,Sisters and Brother Mitevski, FilmiVast, Chimney, NBC Film

三島有紀子

島本理生

夏帆 / 妻夫木聡 / 柄本佑 / 間宮祥太朗

ナレーション：田辺誠一 / 大塚寧々

クリス・サンダース

2020 / 日本 / 時間未定

ハリソン・フォード / ダン・スティーヴンス

2020 / 日本 / 2h03

2/7 - 2/13

ジャック・ロンドン

2020 / アメリカ / 時間未定

© Meta_Spark&Karnfilm_AB_2018

2/7 - 2/13

© copyright Mayfair Pictures.

2/14 - 2/20

© Widow Movie, LLC and Showbox 2018. All Rights Reserved.

読まれなかった小説

ボーダー 二つの世界

第三夫人と髪飾り

グレタ Greta
フランシスはある日、地下鉄に置き忘

シナンの夢は作家になること。しかし

人間の悪意を察知する能力を持つ税

３番目の妻として富豪のもとに嫁いだ

戦時下の暮らしを丁寧に描き大ヒット

一躍有名になった車 “ デロリアン ”。

厳しい現実を前にもがいていた。引退

関職員のティーナは、
醜い容姿が災い

メイは、風光明媚な里で２人の夫人

れられていたカバンを持ち主の家ま

を記録した『この世界の片隅に』の長

開発者のジョンは斬新なアイディア

間際の教師の父ともそりが合わずに

し孤独に暮らしていた。あるとき、怪し

らとともに楽しく暮らしていた。しか

で届けることに。持ち主は美しい未

尺版。遊郭の女性・リンや夫・周作

で数々の名車の基盤を作り上げるも、

いたが、誰にも読まれなかったシナン

げな旅行者ヴォーレと出会い、本能

しメイの妊娠が発覚し、一族の平穏

亡人グレタだった。意気投合した２

をめぐる新たなエピソードが加わり、

麻薬取引により逮捕され自身の自動

の小説がふたりの心を繋いでいき…。

的に惹かれるものを感じるが…。善

より深く多面的な魅力を伴って、これ

車メーカーも倒産してしまう。自動車

トルコの世界的巨匠が「父子の軋轢

悪、美醜、性別、国籍…いったい誰が

な日々は静かに崩れ始め…。19 世
紀のベトナムを舞 台に、歴 史の暗

が、徐々にグレタの行動は常軌を逸

まで目にしたシーンや人物像がまっ

業界革命児の華やかな半生と、複雑

と絆」という古典的テーマを格調高

この世界の境界線を引いたのか。北欧

部を絵画のような美しさで昇華させ

するようになってきて…。２大女優

たく異なる印象で息づきはじめる。

怪奇な逮捕劇の舞台裏を描く。

く描き上げたヒューマンドラマ。

映画の新時代を予感させる衝撃作！

た新鋭女性監督渾身のデビュー作。

競演で贈るサスペンス・スリラー。

片渕須直

こうの史代

のん / 細谷佳正 / 稲葉菜月 / 尾身美詞
2019 / 日本 / 2h48

ニック・ハム

ヌリ・ビルゲ・ジェイラン

リー・ペイス / ジェイソン・サダイキス
2018 / アメリカ / 1h53

前編：2/14 - 2/20・後編：2/28 - 3/5

2/14 - 2/20

新作歌舞伎『風の谷のナウシカ』
ディレイビューイング

さよならテレビ

アイドゥン・ドウ・デミルコル/ムラト・ジェムジル
2018 /トルコ-フランス-ドイツ他 / 3h09

© 東海テレビ放送

2/14 - 2/20

© 2019 Flarsky Productions, LLC. All Rights Reserved.

アッシュ・メイフェア

アリ・アッバシ
エヴァ・メランデル / エーロ・ミロノフ
2018 /スウェーデン - デンマーク/ 1h50

2/14 - 2/20

© 2018 Wicked Nevada, LLC

トラン・アン・ユン

グエン・フオン・チャー・ミー/トラン・ヌー・イエン・ケー
2018 / ベトナム / 1h33

2/14 - 2/20

© 2019 AMAZON CONTENT SERVICES LLC.

人は親子のように仲良くなっていく

ニール・ジョーダン
イザベル・ユペール/クロエ・グレース・モレッツ
2018 / アイルランド - アメリカ / 1h38

2/21 - 3/5

© 2019 Focus Features LLC and Perfect Universe Investment Inc.

ロング・ショット

僕と彼女のありえない恋

テッド・バンディ

イントゥ・ザ・スカイ

ダウントン・アビー

世界的傑作ドラマが待望の映画化！

気球で未来を変えたふたり

宮崎駿原作で、映画化もされ世界中か

マスメディアの頂点に君臨していた

大統領選への立候補を控える美しき

容姿端麗で頭脳明晰、世の女性から

ら愛されている
『風の谷のナウシカ』が

はずのテレビが何かおかしい。“ マス

国務長官シャーロットが偶然再会し

圧倒的人気を誇った伝説の殺人鬼＝

19 世紀のロンドン。気象学者のジェー
ムズは気象予報の研究のため、気球

歌舞伎になった。あの原作漫画全７巻

ゴミ ”と揶揄されたり、テレビを持た

たのは、元ジャーナリストで失業中

テッド・バンディ。30 人以上の女性を

操縦士アメリアの気球に同乗するこ

王夫妻がクローリー邸 “ダウントン・

に渡る壮大な物語は歌舞伎の世界で

ない若者も珍しくなくなった。そんな

の冴えない男フレッド。昔話に話を

惨殺し“ 極めて邪悪、衝撃的に凶悪

とに。２人が乗った気球は前人未到

アビー ”を訪問することに。浮足立つ

どう表現されるのか。新橋演舞場での

テレビの世界に、数々のドキュメンタ

の高度に到達するが…。
『博士と彼

一家と使用人たちはバタバタと準備

リーを制作してきた東海テレビが斬

咲かせるうちに意気投合した 2 人は、
ちょっといい感じになっていくが…？

で卑劣 ”と言われ、世界を震撼させた

公演を前編・後編各 1 週間限定でディ

シリアルキラーの半生を、彼が唯一殺

女のセオリー』のＦ・ジョーンズ＆Ｅ・

を進めていたが、その裏では様々な

レイビューイングします。
お見逃しなく！

り込んだ。取材先はなんと自社の報

スーパーウーマンとダメ男が繰り広

さなかった 1 人の女性の目線で描く。

レッドメイン夢の再共演で贈る劇場

スキャンダルが発生していて…。は

特別料金：前編・後編 各 4,300 円

道部！？テレビの今を目撃せよ！

げる、笑えて泣けるラブコメディ。

いま明かされる衝撃の真実とは？

体感型エンターテインメント！

たしてダウントン・アビーの運命は？

G２

宮崎駿

圡方宏史

尾上菊之助/中村七之助/尾上松也/中村歌昇

東海テレビ放送

2019 / 日本 / 1h49

2020 / 日本 / 前編 2h45・後編 3h00

2/21 - 2/27

© 2018 VIOLET DREAMS LIMITED.

ジョナサン・レヴィン

ジョー・バーリンジャー

シャーリーズ・セロン / セス・ローゲン

ザック・エフロン / リリー・コリンズ

2019 / アメリカ / 2h05

2/21 - 2/27

© Happiness Road Productions Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

2/28 - 3/12

© 2018 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

2019 / アメリカ / 1h49

2/28 - 3/12

© 2019 CJ ENM CORPORATION, HAEGRIMM PICTURES. CO., Ltd ALL RIGHTS RESERVED

トム・ハーパー
フェリシティ・ジョーンズ/エディ・レッドメイン
2019 / イギリス / 1h41

2/28 - 3/12
Motion Picture Artwork

© 2019 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

舞台はシーズン６の数年後。英国国

マイケル・エングラー
ヒュー・ボネヴィル / ジム・カーター
2019 / イギリス - アメリカ / 2h02

2/28 - 3/12

© 37Seconds filmpartners

ペット・セメタリー

エクストリーム・ジョブ

ナイブズ・アウト
名探偵と刃の館の秘密

37 セカンズ

アメリカで暮らすチーは、祖母の死を

裏に謎めいた動物の墓地がある家に

成果を挙げられず解散危機の麻薬取

きっかけに台北郊外の “ 幸福路 ” に

引っ越してきたルイスと家族。その墓

締班が、張り込みのため麻薬組織ア

NY 郊外の豪邸。世界的作家の大富豪
が自身の誕生パーティーの翌朝、遺

出生時に 37 秒間呼吸をしていなかっ
たことで脳性麻痺となってしまった

久々に帰郷することに。思い出を振り

地の奥には原住民が “ 死者が甦る”

ジト前のフライドチキン店を買い取っ

体となって発見された。匿名で調査

ユマは、漫画家のゴーストライターと

返りながら、自身の人生や家族につ

と語り継ぐ秘密の森があった。ある

て偽装営業することに。ところがその

依頼を受けた名探偵ブノワ・ブラン

して生計を立てつつ、過保護な母親

スピリット」の広告を目にし、参加を

いて考え始めた彼女はある決断を下

日、娘が事故で亡くなってしまう。そ

チキンがまさかの大ヒット！お店が大

は、家族や看護師、家政婦ら曲者た

と暮らしている。自立したいと考えて

決意するのだが…。エル・ファニング

す—。世界各地の映画祭を席巻し、

繁盛で捜査どころじゃなくなった !?

ちを取り調べていくのだが…？最後ま

いた時、新しくできた友人が外の世

が本格的な歌唱シーンに挑戦したこ

観る者の心を温かく満たす台湾生ま

の時ルイスの取った行動とは…。S・
キング原作の映画を、新たな設定で

アゲるのはチキンか犯人か？韓国で

で観客を翻弄する脚本と豪華キャス

界を見せてくれて…。障がいを持つ

とでも話題の青春×音楽ムービー。

れの傑作アニメーション。必見です。

リメイクした悲哀なる禁忌ホラー。

記録的メガヒットの傑作コメディ !!

トの競演で贈る、究極のミステリー！

女性の葛藤と成長を描いた感動作。

ティーンスピリット

幸福路のチー

英国南部の田舎町に暮らす 17 歳の
ヴァイオレットは歌手になることを夢
見ていた。そんなある日、国際的人
気公開オーディション番組「ティーン

マックス・ミンゲラ
エル・ファニング / レベッカ・ホール
2019 / アメリカ - イギリス / 1h34

ソン・シンイン
グイ・ルンメイ / ウェイ・ダーション
2017 / 台湾 / 1h51

ケヴィン・コルシュ / デニス・ウィドマイヤー

イ・ビョンホン

ジェイソン・クラーク / エイミー・サイメッツ

リュ・スンリョン / イ・ハニ / チン・ソンギュ

2019 / アメリカ / 1h41

2019 / 韓国 / 1h51

ライアン・ジョンソン
ダニエル・クレイグ / クリス・エヴァンス
2019 / アメリカ / 2h11

HIKARI
佳山明 / 神野三鈴 / 大東駿介 / 渡辺真起子
2019 / 日本 - アメリカ / 1h55

