小学生には助言・指導が必要です

上映中

INC., VILLAGE ROADSHOW FILMS NORTH
© 2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT
AMERICA INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC

上映中

© 空知英秋／集英社 © 2018 映画「銀魂 2」製作委員会

上映中

© 鈴木央・講談社／「劇場版 七つの大罪」製作委員会

オーシャンズ８

銀魂２ 掟は破るためにこそある

劇場版 七つの大罪
天空の囚われ人

ダニー・オーシャンの妹デビーは、
服役中に練った計画を実行に移す

2017 年公開の実写邦画でナンバー１
大ヒットを記録した『銀魂』が帰って

8/31 -

© Marvel Studios 2018

15 歳以上がご覧になれます

9/7 -

INC., GRAVITY PICTURES FILM PRODUCTION
© 2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT
COMPANY, AND APELLES ENTERTAINMENT, INC.

18 歳以上がご覧になれます

9/14 -

© 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation

アントマン＆ワスプ

MEG ザ・モンスター

ザ・プレデター

滅亡寸前だったリオネス王国を救った

頼りなさすぎるヒーロー・アントマン

世界最深とされるマリアナ海溝よりも

伝説の騎士団＜七つの大罪＞。平穏も

と、完璧すぎるヒロイン・ワスプ。ふた

更に深い海溝が発見された。最新の

1987 年に公開された『プレデター』
の正当な続編。とある少年が謎の装

ため、個性豊かな犯罪のプロたちに声

くる！小栗旬＆菅田将暉＆橋本環奈

つかの間、天空宮では三千年間封印さ

りの前に、すべてをすり抜ける謎の美

潜水艇で調査に乗り出した探査チー

置を起動したことにより、宇宙最恐の

をかけた。ターゲットはファッション

はもちろん、佐藤二朗や堂本剛といっ

れてきた凶悪な魔獣の解放を狙って、

女＜ゴースト＞が現れた！目的はアン

ムだったが、彼らがそこで見たものは、

ハンターを呼び寄せてしまった。他の

の祭典 “ メットガラ ”。厳重なセキュ

た豪華キャスト陣も引き続き登場。

強靭な魔神族の集団＜黒の六騎士＞が

トマン誕生の秘密がある研究所。今、

リティをくぐり抜け１億 5000 万ドル

笑いもアクションも全てが２倍にバー

動き出していた。痛快無比の胸熱ヒロ

常識を超えたアリえないバトルが始

200 万年前に絶滅したはずの超巨大
サメ＝メガロドンだった！体長 23 メー

種の DNA を利用することで遺伝子レ
ベルでより強く、より賢く進化したプ

の宝石を盗むことができるのか！？と

ジョンアップ！？今年の夏もやっぱり

イックファンタジーが、描き下ろし完全

まる！身長わずか 1.5cm のコンビによ

トル、体重 20トンの怪物が人類に襲

レデターが人類に襲い掛かる！更に

びきり華麗なショータイムが開幕！

『銀魂』
！笑って、
泣いて、
アツくなれ！
！

新作ストーリーとしてついに劇場公開！

る痛快バディ・アクション・ムービー！

い掛かる海洋パニック・アクション！

は “究極のプレデター” も現れて…！？

ゲイリー・ロス
サンドラ・ブロック/ケイト・ブランシェット
2018 / アメリカ / 1h50

9/14 -

© 2018 映画「3D 彼女 リアルガール」製作委員会 © 那波マオ／講談社

３D 彼女 リアルガール

福田雄一

阿部記之

空知英秋

小栗旬 / 菅田将暉 / 橋本環奈 / 佐藤二朗

西片康人

鈴木央

梶裕貴 / 雨宮天 / 久野美咲 / 森川智之
2018 / 日本 / 時間未定

2018 / 日本 / 2h14

9/21 -

© 2018「食べる女」倶楽部

食べる女

ペイトン・リード

ジョン・タートルトーブ

ポール・ラッド / エヴァンジェリン・リリー

ジェイソン・ステイサム / リー・ビンビン

2018 / アメリカ / 1h58

8/24 - 9/6

QUAD + TEN - TEN FILMS - GAUMONT - TF1 FILMS PRODUCTION
© 2017 -- PANACHE
PRODUCTIONS - LA COMPAGNIE CINEMATOGRAPHIQUE

8/24 - 8/30

© 2018「ルームロンダリング」製作委員会

セラヴィ！

ルームロンダリング

2018 / アメリカ / 1h53

8/31 - 9/6

Monolith Films.
© 2017 WY Productions, RP Productions, Mars Films, France 2 Cinema,
All Rights Reserved.

シェーン・ブラック
ボイド・ホルブルック/トレヴァンテ・ローズ
2018 / アメリカ / 時間未定

8/31 - 9/6

© Zodiak Finland Oy 2014. All rights reserved.

告白小説、その結末

オンネリとアンネリのおうち

フィンランドで長年愛されている児

アニメやゲームなどの２次元キャラ

古びた日本家屋に住み、古書店を営

パリ郊外の古城を舞台とする結婚

人付き合いが苦手な八雲御子の仕

スランプ中の作家デルフィーヌの前

クターを愛する超 絶オタク・つっ

む雑文筆家の敦子。彼女の元には、

式を依頼された、ベテラン・ウェディ

事は、ワケあり物件に一定期間住む

に、
彼女のファンを名乗る美女 “エル”

童文学の実写化。大親友のオンネリ

つんが、現実の超絶美少女・色葉

恋や人生に悩む年齢も価値観も違う

ングプランナーのマックス。完璧に

ことで事故の履歴をクリーンにする

が現れる。デルフィーヌはエルを信頼

とアンネリは、拾ったお金で２人のお

から愛の告白をされてしまった！マ

様々な女性たちが集い、おいしい食

準備を整えたはずが、
集まったスタッ

ルームロンダリングだった。しかし元

し、共同生活を始めるが、次第にエル

うちを買うことに。バラの木夫人が勧

ジ？イジメ？疑いつつも２人の交際

事をしながら心と身体を満たしてい

フはなぜか全員ポンコツだらけ！？

住人の幽霊が見えてしまう御子は、

の不可解な言動に翻弄されるように

めてくれたおうちの中にはカワイイ

がスタートするが…。
「美女とオタク」

く。スローライフ×スローセックスを

式 は大 惨 事と化してしまうが…？

彼らのお悩み相談を引き受けること

なり…。彼女は何者なのか？その目

家 具や洋服がいっぱい。女の子の

の純愛を描く、泣いて笑って爽やか

テーマにした筒井ともみの人気原作

『最強のふたり』の監督コンビが手

になり…。ちょっぴり前向きな気持

的は？巨匠ポランスキーの老練な演

憧れがすべて揃ったこの家で、夢の

になれるマジカル・ラブ・コメディ！

を、超豪華女優陣で描いた話題作。

ちにしてくれる、ハートフルコメディ。

出術が冴え渡る幻惑のミステリー。

ような２人だけの生活が始まります！

英勉

那波マオ

中条あやみ/佐野勇斗 / 清水尋也 / 恒松祐里
2018 / 日本 / 1h54

8/31 - 9/6

生野慈朗

エリック・トレダノ/オリヴィエ・ナカシュ

筒井ともみ

小泉今日子 / 沢尻エリカ / 前田敦子 / 広瀬アリス
2018 / 日本 / 1h44

© 2018「菊とギロチン」合同製作舎

掛ける、痛快エンターテインメント！
ジャン＝ピエール・バクリ/ジャン＝ポール・ルーヴ
2017 / フランス / 1h57

8/31 - 9/6

© 押見修造／太田出版 © 2017「志乃ちゃんは自分の名前が言えない」製作委員会

片桐健滋

ロマン・ポランスキー

池田エライザ/渋川清彦/伊藤健太郎 /オダギリジョー
2018 / 日本 / 1h49

9/7 - 9/20

© 2016 LOOK! Filmproduktion / CINE PLUS Filmproduktion © Peter Hartwig

エマニュエル・セニエ / エヴァ・グリーン
2017 / フランス - ベルギー - ポーランド / 1h40

9/7 - 9/20

© 2016 WIND RIVER PRODUCTIONS, LLC. ALL RIGHTS RESERVE

9/7 - 9/13

© LES COMPAGNONS DU CINEMA - LA CLASSE AMERICAINE - STUDIOCANAL - FRANCE 3.

サーラ・カンテル

マリヤッタ・クレンニエミ

アーヴァ・メリカント / リリャ・レフト
2014 / フィンランド / 1h20

9/7 - 9/13

© 2016 NOSTROMO PICTURES SL / INSIDE PRODUCCION AIE / GRAND PIANO LLC

菊とギロチン

志乃ちゃんは
自分の名前が言えない

ヒトラーを欺いた黄色い星

ウインド・リバー

グッバイ・ゴダール！

自分の力で生きるために強くなろうと

言葉をうまく話せない志乃と、ギター

映画監督ゴダールと恋に落ちた19

交通事故で夫を亡くし、自身も聴覚

命なのに音痴な加代。偶然聴いた志

1943 年６月 19 日、ナチスはベルリン
からユダヤ人を一掃したと宣言した。

極寒の大自然に囲まれたネイティブ

励む女相撲一座と、不平等な社会の

アメリカンの保留地ウインド・リバー

歳のアンヌは『中国女』の主役に抜

に重度の障がいを負ったサラ。お腹

インサイド

変革を夢見るアナキスト集団「ギロ

乃の歌声をきっかけにバンドを組ん

しかし実際には 7000 人ものユダヤ人

で少女の遺体が発見された。新人

擢され刺激的な毎日を送っていた。

の子の誕生だけを支えに暮らしてい

チン社」
。関東大震災直後を舞台に、

だ２人は、文化祭に向け猛練習を開

たある晩、見知らぬ女が家に侵入し

始するが…。
「惡の華」などの作品で

F B I 捜 査 官ジェーンは、地 元ハン
ターの協力を得て事件を追うが、あ

一方、ゴダールはデモや革命に傾

不思議な縁で結ばれた若者たちを

がベルリン各地に潜伏し、1500 人が
終戦まで生き延びていた。彼らはいか

倒するようになり…。ゴダールの２

殺意をもって襲ってきた！音のない

規格外のエネルギーで描いた青春群

熱狂的なファンをもつ漫画家・押見

にしてヒトラー率いるナチスを欺くこ

まりに不可解な状況に困惑して…。

人目の妻 Ａ・ヴィアゼムスキーの

世界で、彼女は逃げきることができ

『ヘヴンズストー
像劇。
『 64 ロクヨン』

修造原作による、不器用だけど眩し

とができたのか？実際の生還者たちの

自伝 小 説を映 画 化。天 才と過ごし

るのか？『ドント・ブリーズ』に次ぐ

リー』の瀬々敬久監督、
入魂の大作！

くて愛おしい傑作青春ムービー！

証言に基づく驚愕の歴史ミステリー。

た青春の日々が鮮やかに描かれる。

シチュエーション・スリラーの傑作。

瀬々敬久

ナレーション：永瀬正敏

木竜麻生 / 東出昌大 / 寛一郎 / 韓英恵
2018 / 日本 / 3h09

9/7 - 9/13

Ltd, Eclipse Pictures, Inc., Screen Australia and
© 2018 Winchester Film Holdings PtyScreen
Queensland Pty Ltd. All Rights Reserved.

湯浅弘章

クラウス・レーフレ

押見修造

南沙良 / 蒔田彩珠 / 萩原利久 / 小柳まいか
2017 / 日本 / 1h50

9/7 - 9/13

マックス・マウフ / アリス・ドワイヤー
2017 / ドイツ / 1h51

© 2017 Sony Pictures Classics. All Rights Reserved.

9/14 - 9/27

アメリカで最も呪われた屋敷

バトル・オブ・ザ・セクシーズ

西部開拓時代に開発されたウィン

外の世界と遮断され、両親と３人で

男女平等の機運が高まる 1973 年、女

チェスター銃で巨万の富を得た一族

暮らす 25 歳の青年ジェームス。彼の

子テニスチャンピオンのビリー・ジー

の未亡人・サラが暮らした“ 実存する

楽しみは毎週届く教育ビデオ『ブリ

ンは、賞金が男子の 1/8 であること

幽霊屋敷 ”ウィンチェスター・ハウス。

グズビーベア』。平和な毎日だった

に抗議し女子テニス協会を設立。一

彼女はなぜ 38 年間・365 日・24時間、

が、ある日両親が逮捕されてしまう。

方、男性優位主義を唱える元王者ボ

増改築を続けて巨大な迷宮を作り

実は、２人は 25 年前、彼を誘拐した

ビー・リッグスは彼女に挑戦状を叩き

上げたのか？全米を震撼させた忌ま

犯人だった。突然本当の家族と暮ら

つけるが…。真に自分らしくあるため

わしき実話に基づく衝撃のホラー。

す事になったジェームスだったが…。

の勇気と希望をくれる、感動の実話。

2018 / オーストラリアｰアメリカ / 1h39

9/21 - 10/4
©

PATHE PRODUCTIONS LIMITED, RELIANCE BIG ENTERTAINMENT(US) INC., BRITISH
BROADCASTING CORPORATION, THE BRITISH FILM INSTITUTE AND BEND IT FILMS LIMITED, 2016

デイヴ・マッカリー

ジョナサン・デイトン& ヴァレリー・ファリス

カイル・ムーニー / マーク・ハミル

エマ・ストーン/スティーブ・カレル
2017 / アメリカ / 2h02

2017 / アメリカ / 1h37

9/21 - 9/27

© NHK

テイラー・シェリダン
ジェレミー・レナー / エリザベス・オルセン

ミシェル・アザナヴィシウス
ルイ・ガレル / ステイシー・マーティン
2017 / フランス / 1h48

9/28 - 10/11

© 2017 TULLY PRODUCTIONS.LLC.ALL RIGHTS RESERVED.

ミゲル・アンヘル・ビバス
レイチェル・ニコルズ / ローラ・ハリング
2016 / スペイン - アメリカ / 1h29

9/21 - 10/4

© 2018 Twentieth Century Fox

ブリグズビー・ベア

ヘレン・ミレン / ジェイソン・クラーク

で挑む、
衝撃のクライム・サスペンス。

2017 / アメリカ / 1h47

ウィンチェスター・ハウス

マイケル・スピエリッグ/ピーター・スピエリッグ

『ボーダーライン』の脚本家が初監督

© 2017 Broad Green Pictures LLC

ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ
★アディオス
日本で 2000 年に公開し大ヒットし
9/21 - 10/4

© 2017 MITICO - MAIN JOURNEY - GAUMONT - FRANCE 3 CINEMA - AFPI - PANACHE -PRODUCTIONS - LA CIE CINEMATOGRAPHIQUE - DEATH OF STALIN THE FILM LTD

スターリンの葬送狂騒曲
になったほどの “ 黒い実話 ” に基づ

た。重臣たちは取り乱し、悲しみ

くブラック・コメディ。

で、暴君の死を喜び、次の権力
争いのため、探り合いや騙し合

9/28 - 10/11

© 2018 PEACE NIPPON PROJECT LLC

エナ・ビスタ・ソシアル・クラブ』
。
平均年齢 73 才となっ
あれから 18 年、

1953 年ソ連。世界中を恐怖に陥
れた独裁者スターリンが急死し
に暮れて…いるのは表向きだけ

た伝説の音楽ドキュメンタリー『ブ

いを開始して…。ロシアで上映禁止

アーマンド・イアヌッチ
スティーヴ・ブシェミ/サイモン・ラッセル・ビール
2017 / イギリス / 1h47

9/28 - 10/4

© 2016 BLACKBOX FILM & MEDIENPRODUKTION GMBH

た現メンバー５人のパーソナルな旅
路にカメラがせまる。名匠ヴィム・
ヴェンダース製作総指揮による “ さ
よなら世界ツアー ” の幕が上がる。
ルーシー・ウォーカー

ヴィム・ヴェンダース

オマーラ・ポルトゥオンド/マヌエル・“エル・グアヒーロ”・ミラバール
2017 / イギリス / 1h50

9/28 - 10/4

© 2015, SUMMER 1993

英国総督 最後の家

返還交渉人

いつか、沖縄を取り戻す

タリーと私の秘密の時間

独立前夜のインドの、最後の英国統

1972 年、沖縄返還交渉の最前線にい
た実在の外交官・千葉一夫。核兵器

仕事に家事に育児と大忙しで疲れ果

日本の美しい景色を後世に遺したい。

「あの体制から逃れることはできな

治者として首都デリーの官邸に到着

ててしまったマーロのもとに、夜間ベ

そんな想いから、日本を愛する映像

かった…」ナチス宣伝大臣ゲッベルス

暮らす叔父家族に引き取られることに

したマウントバッテン卿。その壮麗な

を撤去させ、ベトナム戦争の出撃拠

ビーシッターのタリーがやってくる。

作家たちが８年もの歳月をかけ、全

の秘書をしていたブルンヒルデ・ポム

なった。彼らはフリダを温かく迎え入

国 200 か所以上で、その場所が最も
輝く時をとらえた映像を厳選して映

ゼルが、終戦から 69 年の沈黙を破り、

れようとするが、都会暮らしで甘やか

初めて当時を独白した貴重なドキュ

されて育ったフリダには、新しい環境
に馴染むのはなかなか難しくて…。

ピース・ニッポン

ゲッベルスと私

悲しみに、こんにちは

両親を亡くした少女フリダは、田舎で

邸宅では、統一インドを望む多数派

点としないよう交渉を重ねながら、何

外見はイマドキで自由奔放だが、仕

と、分離しパキスタンを建国したいイ

度も沖縄に足を運んでは人々の苦悩

事ぶりは完璧。次第に絆を深めてい

スラム教徒が激しく衝突していた。

に耳を傾けた。知られざる沖縄返還

く２人だが…。誰にも頼れず悲鳴を上

画化。圧倒的な美しさと迫力の映像

メンタリー。また、世界各国で製作さ

混迷する歴史に翻弄されつつも、力

の裏面史を伝える NHKドラマに、新

げる女性の心に温かい眼差しを注ぐ

を通して、日本人特有の精神やルー

れた様々なアーカイブ映像が映し

無邪気さと繊細さをあわせ持つ、幼

強く生きる人々を描いた感動の物語。

たな映像を加え再編集した劇場版。

ジェイソン・ライトマン監督最新作。

ツを紐解くドキュメンタリー。

出され、
戦争の真実を明るみにする。

い少女の特別な夏を描いた傑作。

グリンダ・チャーダ
ヒュー・ボネヴィル/ジリアン・アンダーソン
2017 / イギリス / 1h46

柳川強

大友良英

井浦新 / 戸田菜穂 / 尾美としのり / 中島歩
2018 / 日本 / 1h40

ジェイソン・ライトマン
シャーリーズ・セロン/マッケンジー・デイヴィス
2018 / アメリカ / 1h35

中野裕之
ナビゲーター：小泉今日子 / 東出昌大
2018 / 日本 / 1h51

クリスティアン・クレーネス / フロリアン・ヴァイゲンザマー他
ブルンヒルデ・ポムゼル
2016 / オーストリア / 1h53

カルラ・シモン
ライア・アルティガス / パウラ・ロブレス
2017 / スペイン / 1h40

