小学生には助言・指導が必要です

6/29 -

ハン・ソロ

© 2018 Lucasfilm Ltd. All Rights reserved

6/30 -

© エイベックス通信放送

6/30 -

© やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV
©やなせたかし／アンパンマン製作委員会 2018

7/6 -

© 2018「虹色デイズ」製作委員会 © 水野美波／集英社

15 歳以上がご覧になれます

7/20 -

© 久保帯人／集英社 © 2018 映画「BLEACH」製作委員会

18 歳以上がご覧になれます

7/6 - 7/12

© ARKA MEDIAWORKS PROPERTY, ALL RIGHTS RESERVED.

スター・ウォーズ・ストーリー

パンク侍、斬られて候

それいけ ! アンパンマン

バーフバリ 王の凱旋

かがやけ ! クルンといのちの星

虹色デイズ

BLEACH

シリーズ屈指の人気を誇る“ 愛すべ

町田康の傑作時代小説を監督：石井

星祭りの準備で大忙しのある日、黒い

趣味も性格も違うけど、いつも一緒の

き悪党 ”ハン・ソロの知られざる過去

岳龍×脚本：宮藤官九郎で実写映画

星が降ってきて木や草が枯れてしま

仲良し男子高校生４人組。それぞれ

累計発行部数 9,000 万部の大人気コ
ミックが実写映画化！霊が見えること

し、社会現象となっているアクション

完全版【オリジナル・テルグ語版】

インド映画史上最大のヒットを記録

が明らかに！生涯の相棒チューバッ

化！江戸時代を舞台に“ 超人的刺客 ”

いました。アンパンマンは“いのちの星

が抱える恋愛や進路の問題を、
ともに

以外は普通の高校生・黒崎一護。あ

超大作『バーフバリ』が完全版として

カや悪友ランド・カルリジアン、愛機

にして “テキトーなプータロー侍 ” 掛

の故郷 ”の様子を見に行くため、不思

悩み笑い合う、ありふれているようで

る日突然現れた死神・朽木ルキアか

帰ってくる！伝説の戦士の数奇な運

ミレニアム・ファルコンとの出会い

十之進が、自ら蒔いた種によって生ま

議な女の子クルンを連れ宇宙へ出発

実は特別な日々。そんな一度しかない

ら死神の力を与えられ、虚＜ホロウ＞

命を壮絶なスケールで描いたオリジ

と絆、そして幼馴染の美女キーラと

れる大惨事に振り回される大活劇。

します。
「アンパンマンのマーチ」の歌

青春の輝きを、若手イケメン俳優の共

と呼ばれる悪霊たちと戦うことに。最

ナル版に、デーヴァセーナが歌い踊る

の関係とは…？全てが詰まったアナ

喜怒哀楽たっぷりに演じる豪華俳優

詞をキーワードに、やなせ先生の想い

演と豪華アーティストによる楽曲にの

ザー・ストーリーが幕を開ける！

陣が爆裂ワールドを創り上げる！

を込めて元気 100 倍でお届けします。

せてお届けします！
！

新鋭の CG を駆使して壮大なスケー
ルで描かれるバトルアクション大作！

楽曲を始め 26 分の初公開シーンが
追加。更なる感動と興奮を見逃すな！

ロン・ハワード

ローレンス・カスダン

オールデン・エアエンライク / エミリア・クラーク

宮藤官九郎

町田康

綾野剛 / 北川景子 / 東出昌大 / 染谷将太
2018 / 日本 / 2h11

2018 / アメリカ / 2h15

7/6 - 7/12

石井岳龍

© 2015 BiBi Film-barbary Films

7/6 - 7/12

矢野博之

7/6 - 7/12

修道士は沈黙する

フロリダ・プロジェクト
真夏の魔法

海を駆ける

世界経済の今後を左右する G８財務

６歳のムーニーはフロリダの安モー

相会議の前夜、政財界の大物が謎の

テルで母ヘイリーとその日暮らし。シ

水野美波

佐野玲於 / 中川大志 / 高杉真宙 / 横浜流星
2018 / 日本 / 1h49

2018 / 日本 / 時間未定

© 2017 Florida Project 2016, LLC.

飯塚健

やなせたかし

戸田恵子 / 中尾隆聖 / 杏 / アンジャッシュ

© 2018「海を駆ける」製作委員会

7/6 - 7/12

© 2016 FILM TROOPE, LLC All Rights Reserved

世界一の大富豪ジャン・ポール・ゲ

、
「ベサメ・ムー
い囁き」や「18 歳の彼」

ティの孫が誘拐された。身代金は 50

去した名優ハリー・ディーン・スタン

殺人の疑いが向けられる中、サルス

映る世界は輝きに満ちていて楽しく過

か、周囲で不可思議な現象が起こり

は告解の秘密を守るため沈黙を貫く

ごしていたが…。社会の片隅で生きる

始め…。現地オールロケによる美しい

が…。経済至上主義への鋭い批判も

人々の日常を、登場人物に優しく寄り

込められた社会派ミステリー。

添いながら眩い映像美で映し出す。

ROHFILM - ARTEMIS PRODUCTIONS
© AGAT FILMS & CIE - VELVET FILM -- FRANCE
3 CINEMA - JOUROR - 2016

© INFORG - M&M FILM

2017

マルクス・エンゲルス

心と体と

労働者が搾取される不平等な世界を
変革すべく闘った思想家、マルクスと

ゲティ家の身代金

チョ」など、数々の名曲を歌い上げた

億円。しかしゲティは支払いを拒否。
離婚し一族を離れていた母は “身代

トンの人生すべてが反映されたような

フランスの国民的歌姫ダリダ。54 歳
で自死を選んだ彼女の隠された苦し

奇跡の映画。全編に死の哀切が響い

みや葛藤の人生を、ミステリータッチ

の両方を相手に一か八かの賭けに出

自然の中でディーン・フジオカの演技

ているが、
しかしこの最後の主演作は

で描いた伝記ドラマ。オリジナル音源

が光る、海をめぐるファンタジー。

まぎれもなく幸運で輝いてもいる。

の歌曲も素晴らしい。

るのだが…？1973 年に世界を騒然と
させた誘拐事件の顛末を映画化。

深田晃司

ジョン・キャロル・リンチ

ディーン・フジオカ / 太賀 / 阿部純子
2018 / 日本-フランス-インドネシア/ 1h47

7/13 - 7/19

© 2017 ALL THE MONEY US, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

アラン・ドロンとのデュエット曲「あま

ける。彼を保護し身元捜しをするな

7/13 - 7/19

7/13 - 7/26

神など信じない現実主義者の老人

しき男が海岸に漂着したと連絡を受

2017 / アメリカ / 1h52

PRODUCTION© 2017 BETHSABEE MUCHO-PATHE PRODUCTION-TF1 FILMSJOUROR
CINEMA

復興の仕事をする貴子は、日本人ら

ングルマザーで無職のヘイリーは厳

2016 / イタリア - フランス / 1h48

7/6 - 7/12

インドネシアのバンダ・アチェで災害

しい現実に苦しむも、ムーニーの目に

ショーン・ベイカー

2017 / インド / 2h47

ダリダ あまい囁き

死を遂げる。彼はその直前、修道士の

ウィレム・デフォー/ブルックリン・キンバリー・プリンス

S・S・ラージャマウリ
プラバース / ラーナー・ダッグバーティ

ラッキー

サルスに告解（罪の告白）をしていた。

ロベルト・アンドー

久保帯人

2018 / 日本 / 1h48

ラッキー。90 歳も過ぎ、死について思
いを巡らせるようになるが…。昨年逝

トニ・セルヴィッロ / ダニエル・オートゥイユ

佐藤信介

福士蒼汰 / 杉咲花 / 吉沢亮 / 早乙女太一

7/13 - 7/19

international GmbH & Co. KG, Macassar Productions, Pathe Production,
© 2017 bomberocorazon
international GmbH & Co. KG, Warner Bros. Entertainment GmbH

ハリー・ディーン・スタントン / デヴィッド・リンチ
2017 / アメリカ / 1h28

7/13 - 7/19

リサ・アズエロス

リドリー・スコット

スヴェヴァ・アルヴィティ/リッカルド・スカマルチョ
2017 / フランス / 2h07

© 2017 AMAZON CONTENT SERVICES LLC

金支払いを拒む義父 ”と“ 誘拐犯 ”と

ミシェル・ウィリアムズ / マーク・ウォールバーグ
2017 / アメリカ / 2h13

7/13 - 7/19

© 黒乃奈々絵／マッグガーデン・PEACE MAKER 鐵 製作委員会

7/20 - 7/31

© 2017 Phantom Thread, LLC All Rights Reserved

PEACE MAKER 鐵（クロガネ）

前篇 ～ 想道（オモウミチ）～

ファントム・スレッド

天才的なオートクチュールの仕立て

女は二度決断する

30 年後の同窓会

リアルとファンタジーが絶妙に溶け合

カティヤはトルコ系移民の夫と息子と
３人で幸せに暮らしていた。ある日、ネ

戦死した息子を連れ帰る旅に、30 年
間音信不通だった２人の戦友を誘っ

幕府に忠誠を誓う新撰組は、大政奉

い、ベルリン映画祭で４冠に輝いたハ

還後も徳川慶喜に帯同して大坂へと

屋と、彼の新たなミューズとなった若

エンゲルス。
２人が出会い「共産党宣

ンガリー発のラブストーリー。不器用

オナチによる人種差別テロによって夫

たドク。あっという間に昔の関係を取

下り、来る戦いに備えていた。新撰組

く美しいウェイトレス。
ドレス作りへの

言」を執筆するまでの若き日を描いた

でうまく噛み合わない孤独な男女が、

と息子が殺されてしまう。容疑者はす

り戻した彼らは語り続け、笑いあい、

隊士 ･ 市村鉄之助は、かねてより親し

没頭の果て、
２人の関係は異様な形に

伝記ドラマ。若者の純粋な夢と友情に

実は “ 同じ夢 ” を見ていたことが明ら

ぐに捕まるが、裁判は思わぬ方向に進

それぞれの傷を癒していく。リチャー

くしていた少女 ･ 沙夜を想いながらも、

胸を熱くする普遍的な青春映画でも

かになる。
２人はそれをきっかけに現実

んでいき…。愛する人を奪われ、法で

ド・リンクレイター監督ならではの温

新撰組としての運命を全うしようとす

変貌していき…。50 年代のロンドンを
舞台に、狂おしい愛の行く末を魅惑的

ある一方、その社会的なメッセージは

でも距離を縮めていこうとするが…。

裁けないなら？彼女が下す決断とは？

かな筆致で、人生の輝きを取り戻す男

るが…。人気コミックを劇場アニメ化。

に描いたＰ・Ｔ・アンダーソン監督作。

たちを描いたロードムービー。

特別料金：1,300 円均一

現代にこそ鋭く突き刺さる。
ラウル・ペック

第 67 回ベルリン国際映画祭
金熊賞 受賞
イルディコー・エニェディ

アウグスト・ディール / シュテファン・コナルスケ
2017 / フランス - ドイツ - ベルギー / 1h58

7/20 - 8/2

© 2018「フジコ・ヘミングの時間」フィルムパートナーズ

アレクサンドラ・ボルベーイ/ゲーザ・モルチャーニ
2017 / ハンガリー / 1h56

7/20 - 8/2

© 2017 InterActiveCorp Films, LLC. ／ Merie Wallace, courtesy of A24

第 70 回カンヌ国際映画祭
主演女優賞 受賞
ファティ・アキン

リチャード・リンクレイター

ダイアン・クルーガー / デニス・モシット
2017 / ドイツ / 1h46

7/20 - 7/26

スティーブ・カレル/ブライアン・クランストン
2017 / アメリカ / 2h05

© 2017 Twentieth Century Fox

黒乃奈々絵

梶裕貴 / 中田譲治 / 斎賀みつき / 櫻井孝宏

Why Not Productions, Channel Four Television Corporation,and The British Film
©Institute
2017. All Rights Reserved. © Alison Cohen Rosa / Why Not Productions

ポール・トーマス・アンダーソン
ダニエル・デイ＝ルイス / ヴィッキー・クリープス
2017 / アメリカ / 2h10

2018 / 日本 / 1h08

7/20 - 7/26

Copyright

きみやしげる

第 90 回アカデミー賞
衣装デザイン賞 受賞

7/27 - 8/9

© 2018「家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。」製作委員会

7/27 - 8/2

© 2016 RELIANCE ENTERTAINMENT PRODUCTIONS 6 LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.

フジコ・ヘミングの時間

レディ・バード

パティ・ケイク＄

ビューティフル・デイ

家に帰ると妻が必ず
死んだふりをしています。

超遅咲きの天才ピアニスト、フジコ・

田舎町に住む17 歳の少女クリスティン
は、大都市 NY への進学を夢見みてい

掃き溜めのような街で、酒浸りの母と、

殺しも厭わない人捜しのプロが、政治

結婚３年目のサラリーマンじゅんが

高級マンションに暮らす未亡人エミ

ヘミングのワールドツアーに密着。世

難病の祖母と暮らす 23 歳のパティ。

家の娘の捜索を依頼される。しかし見

帰宅すると、妻がケチャップの血を流

リーは、お金や生活の問題を抱え心

界中を虜にする魂の演奏はもちろん、

た。
しかし多感な少女は家族や友人、

彼女にとってヒップホップは魂の叫び

つけ出した彼女はあらゆる感情を失っ

し死んだふりをしていた。それから毎

が満たされないでいた。ある日、自然

幼少期の父との別れ、聴力の喪失な

彼氏や自分の将来について悩み、心は

であり、観るものの感情を揺さぶる奇

ており…。孤独な男とすべてを失った

日、矢が頭に刺さったりワニに食わ

に囲まれた小屋で暮らすドナルドと出

どといった壮絶な過去から、世界各

いつも不安定に揺れていて…。彼女が

跡の秘密兵器だった。彼女はラップ

少女、
２つの壊れた心の行方を研ぎ澄

れたり。じゅんは呆れながらも徐々

会い、余計なものを持たずシンプルに

地の自宅や友人たち、そして愛する猫

経験する思春期の輝きと痛みをユーモ

で成功し地元を抜け出すことを夢見

まされた映像美で描き出す。ホアキン・

との暮らしまで、彼女の秘密と魅力が

アたっぷりに描いた青春映画の傑作！

ていたが…。世界が熱狂した最高に

フェニックス主演クライムスリラー。

に不安になっていき…。Yahoo ! 知恵
袋に投稿され、様々なメディアに広

アン・キートンがチャーミングな存在

がった妻の「奇行」が待望の映画化。

感で魅せる大人の幸せ探し。

全て詰まった贅沢な２時間！
小松莊一良

グレタ・ガーウィグ

フジコ・ヘミング / 大月ウルフ
2018 / 日本 / 1h55

7/27 - 8/2

第 75 回ゴールデングローブ賞
作品賞／主演女優賞 受賞

シアーシャ・ローナン / ローリー・メトカーフ
2017 / アメリカ / 1h34

© 2018 Lions Gate Films Inc. All Rights Reserved.

7/27 - 8/2

© 2017 UNLOCKED DISTRIBUTION LIMITED

ドープな音楽映画を見逃すな！
ジェレミー・ジャスパー
ダニエル・マクドナルド/ブリジット・エヴァレット
2017 / アメリカ / 1h49

7/27 - 8/2

第 70 回カンヌ国際映画祭
男優賞／脚本賞 受賞
リン・ラムジー

ジョニー・グリーンウッド

ホアキン・フェニックス/ ジュディス・ロバーツ

李闘士男

作：K.Kajunsky /漫画：ichida

榮倉奈々 / 安田顕 / 大谷亮平 / 野々すみ花
2018 / 日本 / 1h55

2017 / イギリス / 1h30

7/27 - 8/2

FILM GMBH,
© ZIEGLER FILM GMBH & CO. KG, SEVENPICTURES
STUDIOCANAL FILM GMBH

アメリカン・アサシン

アンロック 陰謀のコード

彼の見つめる先に

５パーセントの奇跡

恋人を無差別テロで殺された青年が

嘘から始まる素敵な人生

かつて CIA の尋問のスペシャリスト
だったアリス。現在は一線を退いて

盲目の高校生レオとそばで彼を支え

サリヤは 10 代の時に病気で視力の

CIA にスカウトされた。復讐に燃える
彼に対し、鬼教官は私情を挟むことを

る幼馴染のジョヴァンナは、転校生の

いたが、あるテロ計画阻止のため尋

ガブリエルと仲良くなる。ガブリエルと

95％を失ってしまったが、一流ホテル
マンになる夢を諦めなかった。目が見

認めない厳格な男だった。そんな２人

しか
問官として CIA に呼び戻される。

過ごす中で今まで知らなかった新しい

えないことを隠し、ミュンヘンの５つ

ロンドン、人生はじめます

暮らす彼の人柄に惹かれていく。ダイ

ジョエル・ホプキンス
ダイアン・キートン / ブレンダン・グリーソン
2017 / イギリス / 1h42

7/27 - 8/2

7/27 - 8/2

天命の城

蝶の眠り

1636 年。清に侵攻された朝鮮は籠城
を余儀なくされる。12 万人の清軍に

自分が遺伝性アルツハイマーを患っ

© 2017 CJ E&M CORPORATION and SIREN PICTURESALL RIGHTS RESERVED

© 2017 SIGLO, KING RECORDS, ZOA FILMS

ていることを知った売れっ子小説家

包囲され絶体絶命の危機において、

の涼子は“ 魂の死 ”を迎える前に何か
を成し遂げたいと考え、大学で講師を
チャネと出会い、いつしか２人は惹か

が核テロ計画阻止のため共に奔走す

し、その尋問自体が何者かの罠だっ

世界に触れていくレオだったが、やがて

星ホテルで研修生になることに成功。

1 人の重臣は大義のために最後の 1 兵
まで戦うべきと主張し、別の重臣は

ることになり…。現代的なリアリティを

た！追われる身となったアリスはテロ

３人の関係性に変化が現れ始め…。ブ

親友の助けもあって順調に働き始め

厳しい条件を飲んででも和睦して国

土台にスペクタクルなアクションが炸

を阻止できるのか !?めまぐるしく展開

ラジルから届いた瑞々しい青春ドラマ。

たが…。驚きの実話を映画化！清々

を永らえさせるべきと主張するが…？

れあっていくのだが…。中山美穂が病

裂するスパイ・サスペンス！

する緊迫のサスペンスアクション !!

しい感動を誘うヒューマンドラマ！

イ・ビョンホン主演の歴史超大作！

に侵された女性を静かに熱演。

マイケル・クエスタ

ヴィンス・フリン

ディラン・オブライエン / マイケル・キートン
2017 / アメリカ / 1h52

マイケル・アプテッド
ノオミ・ラパス / オーランド・ブルーム
2017 / イギリス / 1h38

第 64 回ベルリン国際映画祭
国際批評家連盟賞／テディ賞 受賞
ダニエル・ヒベイロ

ジュレルメ・ロボ / ファビオ・アウディ
2014 / ブラジル / 1h36

マルク・ローテムント

サリヤ・カハヴァッテ

コスティア・ウルマン / ヤコブ・マッチェンツ
2017 / ドイツ / 1h51

ファン・ドンヒョク

坂本龍一

イ・ビョンホン/キム・ユンソク/パク・ヘイル
2017 / 韓国 / 2h19

務めることに。そこで留学生の青年

ジョン・ジェウン
中山美穂 /キム・ジェウク/ 石橋杏奈 / 永瀬正敏
2017 / 日本 - 韓国 / 1h52

