小学生には助言・指導が必要です

上映中

上映中

© Marvel Studios 2017. © 2017 CTMG. All Rights Reserved.

Company Ltd.,
© 2016 Industrial Light & Magic, a division of Lucasfilm Entertainment
All Rights Reserved

トランスフォーマー

第１作から 10 年。映像革命シリーズの
新３部作始動！オプティマス不在の

最後の騎士王

上映中

上映中

© 2017「HiGH&LOW」製作委員会

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

上映中

15 歳以上がご覧になれます

© 2017「関ヶ原」製作委員会

18 歳以上がご覧になれます

上映中 - 9/8

© 2017 Sony Pictures Entertainment (Japan) Inc. All rights reserved.

スパイダーマン：ホームカミング

HiGH & LOW THE MOVIE２
END OF SKY

ワンダーウーマン

関ヶ原

マーベル・シネマティック・ユニバー

累計 600 万視聴、EXILE HIRO 企画プロ
デュースのエンタテインメント『 HiGH

DC コミックで圧倒的人気！女性初の
スーパーヒーローがいよいよスクリー

司馬遼太郎「関ケ原」初の完全映画
化！権諜渦巻く中で正義を信じ愛を

1988 年、アメリカ。ビジネスで失敗続
きのケニーは鉱山ビジネスに目を付

ンを飾る！孤立した女性だけの島の

貫く“ 純粋過ぎる武将 ” 石田三成。天

け、謎めいた地質学者マイクと手を組

プリンセスにして、圧倒的な強さを誇

下取りを目論む徳川家康との戦い、そ

む。そしてインドネシアの奥深いジャ

る美女戦士ワンダーウーマン。ある

して命懸けで三成を守る忍び・初芽

ングルで史上最大の金鉱脈を発見す

スに本格参戦したスパイダーマン、

ゴールド 金塊の行方

地球でメガトロン対オートボットと人

待望の新シリーズ！アイアンマンこと

類の戦いが続く中、太古より金属生命

トニー・スタークから新たなスーツを

体が地球の歴史に干渉していた事実

貰ったヒーロー気取りの高校生ピー

&LOW』が 2017 超進化！５つのチーム
が拮抗するSWORD 地区だったが、かつ
てない最凶軍団を前に、遂に SWORD

が判明する。やがてオプティマスが帰

ター・パーカー。巨大な翼をもった怪

の想いはひとつになる。超全員主役、

男性との出会いにより、彼女の運命

との恋の行方は !? 史上最大の合戦

るのだが…。名優マシュー・マコノヒー

還。しかし彼は “ 創造主 ” の手によっ

物を前に、真のヒーローに目覚めてゆ

総勢 100 名超えの豪華キャストで描き

は大きく動き出す…。おもしろいほど

に向かう武将たち、女たちの秘めた想

が製作＆主演を務め、体重 18kg 増

て人類を滅ぼす破壊者と化していた！

く成長と奮闘を活写する！

出す、熱い闘いと友情のドラマ！

強すぎる彼女の戦いを見届けよ！

い、誰も知らない真実が明かされる！

量で挑んだ実話に基づく意欲作！

マイケル・ベイ
マーク・ウォールバーグ / ローラ・ハドック
2017 / アメリカ / 2h29

ジョン・ワッツ
トム・ホランド / ロバート・ダウニー・Jr.
2017 / アメリカ / 2h13

9/1 -

パティ・ジェンキンス

岩田剛典 / 登坂広臣 /TAKAHIRO/AKIRA/ 白濱亜嵐

ガル・ギャドット/クリス・パイン/ロビン・ライト

ザック・スナイダー

2017 / アメリカ / 2h21

2017 / 日本 / 2h04

© 2017「トリガール！」製作委員会

トリガール！

久保茂昭 / 中茎強

9/1 -

原田眞人

スティーヴン・ギャガン

司馬遼太郎

岡田准一 / 役所広司 / 有村架純 / 平岳大
2017 / 日本 / 2h29

© 2016 NEXT ENTERTAINMENT WORLD & REDPETER FILM. All Rights Reserved.

9/1 -

マシュー・マコノヒー / エドガー・ラミレス
2017 / アメリカ / 2h01

© 2015 TALENT INTERNATIONAL FILM CO., LTD. & DASYM ENTERTAINMENT, LLC ALL RIGHTS RESERVED

新感染 ファイナル・エクスプレス

スキップ・トレース

毎年琵琶湖で開催される「鳥人

いで、叫んで、ガンを飛ばし、最高の

韓国アニメに革命を起こした新

と残された乗客との生死をかけた戦

香港の刑事ベニーはアメリカ人

ンビの大逃亡の行方は !? ジャッキー

間コンテスト」に全てを懸ける大

熱量で撮影された空飛ぶ青春エン

鋭ヨン・サンホ監督の初実写長

いが始まるー。韓国製ノンストップ・

詐欺師のコナーを追って単身ロ

学生を描いた中村航の人気小説

ターテインメント！
！

編作品。時速 300 ㎞で走り続け

サバイバルムービー！！

シアへ乗り込む。逮捕したのも束

が 20 年以上温めてきた企画を『ダ
イ・ハード２』の監督が映画化！

が映画化！
『ヒロイン失格』の監
督のもと、主演の土屋太鳳が “ 毒
舌 ” を武器に新境地に挑戦！漕

英勉

る高速鉄道で突如発生した謎の

中村航

土屋太鳳/間宮祥太朗/高杉真宙/池田エライザ
2017 / 日本 / 1h38

ウイルス感染。終着駅までの２時
間、車内でゾンビと化した感染者

9/2 - 9/8

イップ・マン 継承

正を見逃せず立ち向かうのだが…。
ドニー・イェンによる美しいアクショ
ンはもちろん、深い感動をもたらす
人間愛のドラマとしても見逃せない！
ウィルソン・イップ / アクション監督：ユエン・ウーピン
ドニー・イェン/リン・ホン/マイク・タイソン
2015 / 中国 - 香港 / 1h45

2016 / 韓国 / 1h58

れる羽目に ! 厄介者のコナーに
怒り心頭のベニー。相性最悪コ

レニー・ハーリン

ジャッキー・チェン

ジョニー・ノックスビル / ファン・ビンビン
2016 / アメリカ - 中国 - 香港 / 1h47

© 2017 UNIVERSAL STUDIOS

フィフティ・シェイズ・ダーカー

1950 年代末の香港は、強引な開発
を進める悪徳不動産業者が蔓延っ
る詠春拳の武術家イップ・マンは不

コン・ユ/チョン・ユミ/マ・ドンソク/キム・スアン

9/9 - 9/22

© 2015 Pegasus Motion Pictures (Hong Kong) Ltd. All Rights Reserved.

ていた。ブルース・リーの師匠でもあ

の間、なぜか様々な組織に追わ

ヨン・サンホ

恋愛未経験の女子大生アナが若き
9/9 -

© 2017「散歩する侵略者」製作委員会

散歩する侵略者

作は、愛を受け止めきれずに去った

行 方 不 明だった夫が侵 略 者に

た黒沢清による新感覚エンタテイン

乗っ取られて帰ってきた。平凡に

メント。あなたの隣人は本当にあなた

思えた日常は、ある日を境に想像

の知るその人ですか？

もし得ない非日常へと足を踏み入
れていく…。カンヌ映画祭の「あ
る視点」部門で監督賞を受賞し

9/16 -

© 2017 BONES Project EUREKA MOVIE

大富豪グレイに見初められ、倒錯し
た恋愛に溺れる様を描いた前作。今

黒沢清

田中幸子

アナをグレイが追う。アナが出した
〈 新たな条件〉の下、関係を修復した
かに見えた２人だったが、ある人物に
よりグレイの驚愕の過去が暴かれ…。

前川知大

長澤まさみ/松田龍平/高杉真宙/長谷川博己
2017 / 日本 / 2h09

ジェームズ・フォーリー
ダコタ・ジョンソン / ジェイミー・ドーナン
2017 / アメリカ / 1h58

9/23 -

© 2017「ナミヤ雑貨店の奇蹟」製作委員会

9/15 -

© 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved

エイリアン：コヴェナント
大規模な宇宙への移住計画のた

われたこの惑星には、あの凶暴な生

め、地球を旅立った移住船コヴェ

命体エイリアンをめぐる恐るべき秘

ナント号に大事故が発生。奇妙な

密が隠されていた…。

電波を受信したクルーは、発信元
の地球に似た謎の惑星に不時着。
しかし“ 宇宙の楽園 ” のように思

9/23 -

リドリー・スコット
マイケル・ファスベンダー/キャサリン・ウォーターストン
2017 / アメリカ / 2h02

©沼田まほかる／双葉社 © 2017「ユリゴコロ」製作委員会

交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション 1

ナミヤ雑貨店の奇蹟

2005 年に放送され、多くの共感を
呼んだアニメ
『交響詩篇エウレカ

レントンと少女エウレカの出会いか

東野圭吾作品史上、最も泣ける感

に代わり返事を書くことに。隠された

ある家族、余命わずかな父の書

現在が交錯しながら、登場人物たち

ら、人類と異種知性体スカブコーラ

動作が映画化！一軒の廃屋「ナミ

繋がりが明らかになる時、感動と衝撃

斎で見つかった、殺人者の告白文

が愛と宿命の渦に翻弄されていく

セブン』が、
台詞、
映像を再構築し、

ルの未来が始まる。

ヤ雑貨店」に忍び込んだ幼馴染

のラストが待ち受ける。

が綴られた一冊の日記。これは

さまを描く恋愛ミステリー。

劇場３部作として始動！新たに描
かれる物語の発端「ファースト・
サマー・オブ・ラブ」
。そして、少年

京田知己

清水久敏

佐藤大

三瓶由布子 / 名塚佳織 / 辻谷耕史 / 森川智之
2017 / 日本 / 1h33

の青年３人のもとに、32 年前に書
かれた悩み相談の手紙が届く。彼
らは戸惑いながらも、当時の店主

PRODUCTION
© 2016 OVERDRIVE PRODUCTIONS –KINOLOGY– TF1 FILMS
–NEXUS FACTORY

高級クラシックカー専門強盗団、フォ

る凶悪マフィアだった―。
『 96 時間』
『ワイルド・スピード』製作陣による、
盗みのプロ達の計画が交錯≪スクラ
ンブル≫する最新作！
アントニオ・ネグレ
スコット・イーストウッド / フレディ・ソープ
2017 / フランス - アメリカ / 1h34

2017 / 日本 / 2h09

© 2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED.

スクランブル

リ250GTO を 1 週間で盗むよう命じ
られるが、持ち主と依頼人は敵対す

東野圭吾

山田涼介/西田敏行/尾野真千子 / 村上虹郎

9/30 -

9/22 -

スター兄弟。彼らは 62 年型フェラー

廣木隆一

9/30 -

劇場版

© 武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会

響け！ユーフォニアム 届けたいメロディ

京都アニメーション製作の吹奏

かもしれない事態を聞きつけ、自分

楽部に打ち込む高校生たちの青

の中にある思いに気が付き…２人を

春を描いた人気 TV アニメシリー

軸に彼女たちの部活動を振り返る。

ズ第２期を再構成した劇場版第
２弾。全国大会出場を控えた久
美子は先輩のあすかが退部する

石原立也

小川太一

黒沢ともよ/朝井彩加/豊田萌絵/安済知佳/寿美菜子
2017 / 日本 / 時間未定

ユリゴコロ

事実か、創作か。いったい誰が、
何の為に書いたのか。登場人物
である美紗子を中心に、過去と

9/30 -

レゴ® ニンジャゴー
ザ・ムービー

NEW シネマ歌舞伎 四谷怪談

© 明緒

熊澤尚人

沼田まほかる

吉高由里子/松坂桃李/松山ケンイチ/佐津川愛美
2017 / 日本 / 時間未定

9/30 - 10/13

映画

© 2017「映画

山田孝之」製作委員会

山田孝之３D

世界中に吹き荒れるレゴ旋風の中、

鶴屋南北の『東海道四谷怪談』を新

あの超人気アニメが映画になった！

解釈で再構築した人気演目がシネマ

去、現在、そして未来を。その男の名

平和な街に現れた最強の敵・ガーマ

歌舞伎に。
伊右衛門や直助権兵衛ら、

は山田孝之。
ドキュメンタリードラマ

ドンを倒すべく集まったのは、やる気

欲望のままに生きる男たちに翻弄さ

をきっかけに制作された本作は、山

満々だけど修行不足な６人のニン

れる、お袖やお岩ら女の哀しき運命の

田の脳内を体感できる唯一無二の

ジャたち。新型メカとそれぞれの必

物語。現代と江戸時代が激しく交差

殺技を駆使し、力を合わせて悪に立

し、人間の欲や弱さ、恐ろしさを描く。
一般 2,100 円／学生・小人 1,500 円

３D 映画。摩訶不思議な山田の世界
に我々は何を見るのか？全人類に

ち向かう！さあ出番だ、
ヒーローたち！
チャーリー・ビーン
山寺宏一 / 沢城みゆき / 出川哲朗
2017 / アメリカ / 時間未定

串田和美

鶴屋南北

中村獅童/中村勘九郎/中村七之助/中村扇雀
2017 / 日本 / 1h58

カメラを前に男は語り出す。自身の過

告ぐ！これが山田孝之のすべてだ！
松江哲明 / 山下敦弘
山田孝之 / 芦田愛菜
2017 / 日本 / 1h17

