小学生には助言・指導が必要です

上映中

- EUROPACORP © 2018 - T5 PRODUCTION - ARP - TF1 FILMS PRODUCTION
TOUS DROITS RESERVES

TAXi

ダイヤモンド・ミッション

世界的ブームを巻き起こした
『TAXi』
シリーズの最新作が遂に登場！新

上映中

上映中

© 2019「十二人の死にたい子どもたち」製作委員会

劇場版 ダーウィンが来た！
アフリカ新伝説

十二人の死にたい子どもたち

NHK の人気番組「ダーウィンが来
た！」が初の映画化！“ 王 ” を目指す

15 歳以上がご覧になれます

2/1 -

上映中

COMPANY LIMITED
© 2018 SIRENS PRODUCTIONS LIMITED BONA ENTERTAINMENT
MORGAN & CHAN FILMS LIMITED

© 2019 映画「雪の華」製作委員会

18 歳以上がご覧になれます

2/8 -

© 2018 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved TM & © DC Comics

サイバー・ミッション

雪の華

廃病院に集まった見知らぬ 12 人の未

オタク系プログラマーのハオミンに、

成年たち。彼らの目的は集団安楽死

とあるハッカーからスカウトが舞い込

幼い頃から体が弱く、余命 1 年と宣告
された美雪。そんな彼女の夢はフィ

ら、人間として育てられたアクアマン
には、海のすべてを意のままに操る力

アクアマン

海底の国アトランティスの末裔なが

たにバディを組むのは最高のドライ

孤独な雄ライオン。家族を失いたっ

で、ルールは死に方とタイミングが全

んだ。ハオミンは当局からの極秘依

ンランドでオーロラを見ることと、恋

ビングテクを持つスピード狂の警官

た１頭で子供たちを育てる雌ライオ

員一致すること。
しかしルール違反の

頼を受け覆面捜査官として参加する

をすること。ある日、ひったくりから

があった。ある日、故郷アトランティ

マロと、街を熟知する間抜けなタク

ン。片腕を失った子供ゴリラとその

ことになるが…。日本から山下智久、

助けてくれた悠輔と出会い、期間限

スが人類を滅ぼそうと地上侵略を

シー運転手エディ。凸凹コンビが世

家族。この３つのとっておきの家族

13 人目の死体が現れて…。剥き出し
になる 12 人の死にたい理由と、同時

開始した。選択を迫られた彼が守る

を中心に、アフリカに生きる様々な動

進行する犯人捜し。新感覚のリアル

中国から SUPER JUNIOR の元メン
バーのハンギョンら、アジアの若手ス

定の恋をもちかけて…。中島美嘉の

界最大のダイヤモンドを狙う強盗団

名曲 ｢雪の華｣ をモチーフに描かれ

のは人類か海底か？人類未体験の

を追いマルセイユの街を爆走する！！

物たちが登場します。お見逃しなく！

タイム型・密室ゲームの幕が上がる！

ター競演で贈るサイバーアクション！

る、一生に一度の運命の恋の物語。

海中バトルアクションの幕が上がる！

フランク・ガスタンビド

リュック・ベッソン

マリク・ベンタルハ / ベルナール・ファルシー

ナレーター：葵わかな

堤幸彦

2019 / 日本 / 1h30

杉咲花 / 新田真剣佑 / 北村匠海 / 高杉真宙

2018 / フランス / 1h43

冲方丁

2019 / 日本 / 1h57

リー・ハイロン

橋本光二郎

ハンギョン / リディアン・ボーン / 山下智久

登坂広臣 / 中条あやみ / 高岡早紀 / 田辺誠一

葉加瀬太郎

ジェームズ・ワン

2019 / 日本 / 2h05

2018 / 中国 - 香港 / 1h39

2018 / アメリカ / 2h23

2/9 -

2/22 -

© SUNRISE ／ PROJECT L-GEASS Character Design © 2006-2018 CLAMP・ST

コードギアス
復活のルルーシュ

和２年。突如ナナリーとスザクが連れ
去られた。かつてブリタニアを破った
無敵の王国・ジルクスタンに潜入し
たカレン、ロイド、咲世子は謎のギア
スユーザーに襲われる。その場に居
た C.C. 、そして王宮の思惑とは？明
日を取り戻すため、伝説が復活する！
CLAMP

ゆかな / 櫻井孝宏 / 名塚佳織 / 村瀬歩
2019 / 日本 / 時間未定

2/22 -

翔んで埼玉

© “SAMURAI MARATHON 1855”FILM Partners

サムライマラソン

『コードギアス』完全新作劇場版！光

谷口悟朗

ザック・スナイダー

ジェイソン・モモア / アンバー・ハード

© 2019 映画「翔んで埼玉」製作委員会

ペリー来航の報を受け、安中藩では
2/15 -

© 2018 Twentieth Century Fox

女王陛下のお気に入り
18 世紀初頭。英王室では病身な
女王アンの幼馴染サラが絶大な
権力を振るっていた。そんな時、
没落貴族のアビゲイルが召使いと
して雇われることに。徐々に信任
を得ていくアビゲイルだったが…。

2/22 -

© 2019 IRH Press

2/22 -

アリータ バトル・エンジェル

豪華絢爛な王室を舞台に、女たち

スクラップの山から奇跡的に発

の思惑と愛憎が乱れ合う宮廷絵巻。

見されたサイボーグの少 女ア

第 76 回ゴールデングローブ賞
主演女優賞 受賞
ヨルゴス・ランティモス

オリビア・コールマン / エマ・ストーン
2018 / アイルランド-イギリス-アメリカ/ 2h00

2/1 - 2/14

- France 3 Cinema
© 2017 - Elephant Doc - Petit Dragon - Unbeldi Productions
© Fonds de Dotation Maria Callas

リータは、やがて自分が 300 年
前に失われたはずの最終兵器で
あることを知る。そんな彼 女を
破壊するため次々と刺客が送り

2/1 - 2/7

HERNANDEZ y FERNANDEZ Producciones cinematograficas S.L., TORNASOL FILMS, S.A RESCATE
© 2016PRODUCCIONES
A.I.E., ZAMPA AUDIOVISUAL, S.L., HADDOCK FILMS, PATAGONIK FILM GROUP S.A.

© 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation

鍛錬のため 15 里の遠足（とおあし）
を実施することに。勝者への褒美は
思うがまま。各々が様々な思いを込

込まれて…。
日本の伝説的 SF 漫画
「銃夢」をジェームズ・キャメロンが
長年に渡る構想期間を経て映画化。
ロバート・ロドリゲス

ジェームズ・キャメロン

ローサ・サラザール / クリストフ・ヴァルツ

かこの遠足が幕府の怒りを買ってし
まい…？行きは遠足帰りは戦！史実
に基づく幕末エンターテインメント！
バーナード・ローズ

土橋章宏

佐藤健 / 小松菜奈 / 森山未來 / 竹中直人
2019 / 日本 / 1h44

2019 / アメリカ / 2h02 予定

2/1 - 2/7

めて走り出す。
しかし何を間違えたの

© MEDIAPRO - RTV Commercial - ICAIC

2/1 - 2/7
Motion Picture Artwork

© 2018

Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.

僕の彼女は魔法使い

私は、マリア・カラス

家（うち）へ帰ろう

セルジオ＆セルゲイ
宇宙からハロー！

アンクル・ドリュー

優一のクラスに転校生の風花がやっ

ブエノスアイレスに住む 88 歳の仕
立屋アブラハムは、単身ポーランド

1991 年、キューバに暮らすセルジオ
は、偶然つながった無線を機に、宇宙

NBA のスター選手カイリー・アービ
ングが、特殊メイクで老人に扮して出

1982 年発表の魔夜峰央の同名漫画
を、二階堂ふみ＆GACKT の競演で映

てきた。それから不思議な出来事が

20 世紀最高のオペラ歌手として音
楽史にその名を燦然と輝かせるマリ

画化。かつて、東京都民から迫害を受

頻発するようになる。それもそのはず、

ア・カラス。語りつくされたかに思わ

へと向かう旅に出た。彼は決して「ド

ステーションに滞在するソ連の宇宙

けていた埼玉県民は、隠れるように

風花は世界で最後の白魔術師だっ

れていた彼女の伝説に、没後 40 年に

イツ」と「ポーランド」という言葉を発

飛行士セルゲイと親友になった。
しか

演したペプシの CM がまさかの映画
化！シャック、ミラー、ウェバーら往

ひっそりと暮らしていた。ある日、東京

たのだ。徐々に惹かれていく優一だっ

して数々の驚くべき事実が見つかっ

せず、紙に書いて行き先を告げてい

し、やがてソ連が崩壊。セルジオは宇

年の名選手も加わって、神業プレー

都知事の息子・壇ノ浦百美は、米国帰

たが、ある事件をきっかけに彼女は

た。未完の自叙伝、プライベートの手

く。その目的は、戦時中に自分の命を

宙に取り残された親友を帰還させる

続出のお爺さんドリーム・チームが

りの容姿端麗な転校生・麻実麗に恋

姿を消してしまい…。時空を超えた白

紙や映像、音源を元に、誰も知らな

救ってくれた親友に、自分が仕立て

ための奇策を思いつくが…。実話か

ストリート・バスケの大会に挑む！

をするが、実は彼は埼玉の出身で…？

魔術と黒魔術の戦いが迫っていた！

いマリア・カラスの真実の姿が甦る。

た「最後のスーツ」を渡すことで…。

ら着想を得たハートフル・コメディ。

夢と青春の痛快スポーツ・コメディ！

武内英樹

清田英樹

魔夜峰央

二階堂ふみ/ GACKT / 伊勢谷友介 / 京本政樹

大川隆法

千眼美子/梅崎快人/春宮みずき /不破万作
2019 / 日本 / 時間未定

2019 / 日本 / 1h46

トム・ヴォルフ
マリア・カラス
2017 / フランス / 1h54

2/8 - 2/14

2/8 - 2/21

© Parallel Films (Storm) Limited / Juliette Films SA / Parallel (Storm) Limited / The British Film Institute 2017

メアリーの総て

ゴシック小説の古典「フランケン

彼女の深い哀しみがあって―。エ

シュタイン」の作 者メアリー・

ル・ファニングがメアリーを儚く美

シェリーの物語。なぜ彼女は 18

しく、痛切に演じる。

歳にして “ 愛を乞う孤独な怪物 ”
を生み出すことができたのか。そ
こには数々の悲劇に見舞われた

2/15 - 2/21

© 2018 TBV PRODUCTIONS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

ハイファ・アル＝マンスール
エル・ファニング / ダグラス・ブース
2017 /イギリス-ルクセンブルク-アメリカ/ 2h01

2/22 - 3/7

© 2018 Sony Pictures Digital Productions Inc. All rights reserved.

初 老に差しかかった哲 郎は、ある

原白秋と、
ドイツ留学から帰国したま

ン残党軍の瓦解で終結したかに見え

ヒューストン。48 歳の若さで不慮の
死を遂げた彼女に何があったのか？

介抱する。シンイチと名乗る青年は、

じめな音楽家・山田耕筰が出会った。
性格も生き方も全く違う２人は反発

た。しかし、消息不明だったユニコー

膨大な映像記録を丹念にリサーチし、

に打ち解けていく。しかし彼には誰に

しあいながらも、関東大震災で意気

ンガンダム３号機が再び現れた事で

初公開となるホームビデオやアーカ

も言えない秘密があって…。是枝裕

消沈する子供たちを励ますため、
数々

争奪戦が勃発。ナラティブガンダム

イブ映像、近親者の証言を紡ぎ合わ

和監督のもとで学んだ広瀬奈々子

の童謡を作り出していくのだが…。

が投入され、新たな物語が動きだす！

せ、
その素顔に迫るドキュメンタリー。

による、鮮烈な監督デビュー作。

佐々部清（フォーラム八戸名誉支配人）

吉沢俊一

大森南朋/ AKIRA /貫地谷しほり/松本若菜

榎木淳弥 / 村中知 / 松浦愛弓

2019 / 日本 / 1h45

3/1 - 3/14

福井晴敏

2018 / 日本 / 1h29

ケヴィン・マクドナルド
ホイットニー・ヒューストン/シシー・ヒューストン
2018 / イギリス / 2h00

1887 年。即位 50 周年を迎えたヴィ
クトリア女王は、新たな言語や文化、
知識を与えてくれるインドの若者をお

覚めると、絶世の美女になっていた！

プログラムを米国安全保障局から取

気に入りとしていた。身分も年齢も異

というのは頭の打ち所が悪かった彼

り戻してほしい」と依頼が舞い込む。

なる２人は固い友情で結ばれていく

女の思い込みで…。
（実際は何１つ

彼女には簡単な仕事のはずだったが、

が、
これがやがて英国王室を揺るがす

変わっていないが）超ポジティブに

それは 16 年前に別れた双子の姉妹

大騒動に発展することになり…。歴

なったレネーの逆転人生が始まる！

カミラが張り巡らせた罠の一部で…。

史に埋もれていた珠玉の人間ドラマ。
スティーヴン・フリアーズ
ジュディ・デンチ / アリ・ファザル
2017 / イギリス - アメリカ / 1h52

哲郎が営む木工所で働き始め、
徐々

広瀬奈々子
柳楽優弥 / YOUNG DAIS / 小林薫
2019 / 日本 / 1h53

3/1 - 3/7

© 2018 Focus Features. A Comcast Company.

AI の世界的権威であるバルデル教
授から「偶然開発してしまった核攻撃

2018 / イギリス - ドイツ他 / 1h55

© 2019「夜明け」製作委員会

日、川辺で倒れている若者を見つけ

天才ハッカーのリスベットのもとに、

2018 / アメリカ / 1h50

オールウェイズ・ラヴ・ユー

夜明け

圧倒的な歌唱力と存在感で、米ポッ

持てずにいた。ある日、運動中に頭を

ダヴィド・ラーゲルクランツ

ホイットニー

2/15 - 2/21

プシーンに君臨したホイットニー・

レネーは冴えない容姿のため自信が

フェデ・アルバレス

© 2018 WH Films Ltd

ラプラ
世紀サーガ最新作。U.C.0097、
ス事変と呼ばれる争乱は、ネオ・ジオ

ヴィクトリア女王 最期の秘密

クレア・フォイ / スベリル・グドナソン

機動戦士 ガンダムNT（ナラティブ）

2/15 - 2/21

カイリー・アービング / リルレル・ハウリー
2018 / アメリカ / 1h43

『ガンダムＵＣ』のその先を描く宇宙

蜘蛛の巣を払う女

エイミー・シューマー/ミシェル・ウィリアムズ

© 創通・サンライズ

2017 / スペイン - キューバ / 1h33

チャールズ・ストーン３世

天才詩人として評価されつつも、そ

人生最高のハプニング

アビー・コーン / マーク・シルバースタイン

2/15 - 2/28

トマス・カオ / ヘクター・ノア

の実情は甘ったれでだらしない北

アイ・フィール・プリティ！

ぶつけて失神してしまう。しかし目が

ミゲル・アンヘル・ソラ / アンヘラ・モリーナ
2017 / スペイン - アルゼンチン / 1h33

© 映画「この道」製作委員会

この道

エルネスト・ダラナス・セラーノ

パブロ・ソラルス
ファニー・アルダン

赤い雪 Red Snow

©「赤い雪」製作委員会

ある雪の日、
１人の少年が姿を消した。
3/1 - 3/14

バーニング 劇場版

© 2018 PinehouseFilm Co., Ltd. All Rights Reserved

容疑者の一人娘の出現により、止

村上春樹の「納屋を焼く」を韓国

みにする。そして原作にはない衝撃

の巨匠イ・チャンドン監督が大胆

のラストは、あなたの想像を絶する。

に脚色した、３人の男女が織り成
す究極のミステリー。伏線に次ぐ
伏線、現実と幻像が入り混じった
ような映像が観る者の心を鷲掴

兄は自分のせいで弟を見失ったと思
い込み、心に深い傷を負う。30 年後、

第 71 回カンヌ国際映画祭
国際批評家連盟賞／バルカン賞 受賞
イ・チャンドン

村上春樹

ユ・アイン/スティーブン・ユァン/チョン・ジョンソ
2018 / 韓国 / 2h28

まっていた運命は大きく動き始める。
人間の記憶とはここまで曖昧で残
酷なものなのか…。優れた脚本に豪
華俳優陣が集結した壮大なドラマ。
甲斐さやか
永瀬正敏 / 菜葉菜 / 井浦新 / 佐藤浩市
2019 / 日本 / 1h46

