小学生には助言・指導が必要です

上映中

© Marvel Studios 2018

上映中

Pictures. All Rights Reserved. HASBRO, TRANSFORMERS, and all related
© 2018 Paramountcharacters
are trademarks of Hasbro. © 2018 Hasbro. All Rights Reserved.

4/5 -

© 松竹株式会社

4/12 -

© 2018 Hunter Killer Productions, Inc.

4/19 -

15 歳以上がご覧になれます

© 2019 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

18 歳以上がご覧になれます

3/29 - 4/11

© 2019 映画「マスカレード・ホテル」製作委員 © 東野圭吾 / 集英社

バンブルビー

シネマ歌舞伎

野田版 桜の森の満開の下

ハンターキラー

父を亡くし悲しみに暮れる18 歳の少
女チャーリーは廃車寸前の黄色い車

深い桜の森で、王は姫君を守る仏像の

ネイビーシールズの偵察により判明し

ある日、ヘンテコな魔術師から特殊

連続殺人事件の捜査のためホテル

ロー“キャプテン・マーベル”の物語。

彫刻を３人の男に競わせる。やがて仏

たロシア国内のクーデター。第三次世

な力を授けられた悪ガキのビリー。

に潜入した刑事の新田は、ホテルマン

空から降ってきた謎の女性。
1995 年、
なぜ彼女は驚異的な力を持ち、身に

を発見する。それが人型の生命体で

像が完成するが、それぞれの思惑が交

界大戦を阻止するため、米攻撃型原

魔法の言葉「シャザム！」で、見た目

の山岸と衝突しながらも、次第にお互

あることを知った彼女は、彼に「バン

錯し…。坂口安吾の小説「桜の森の満

子力潜水艦 “ ハンターキラー ” にほ

はオトナ、中身はコドモのスーパー

いの価値観を理解しあい信頼関係
を築いていく。そんな中、事件は急展

キャプテン・マーベル

アベンジャーズ誕生の鍵を握るヒー

潜航せよ

シャザム！

マスカレード・ホテル

覚えのない記憶に悩まされるのか？

ブルビー」と名付け匿うが…。
『トラ

開の下」
と
「夜長姫と耳男」
を下敷きに、

ぼ不可能な任務が下る。それは絶対

ヒーロー “ シャザム ” に大変身！仲

アベンジャーズ結成の立役者ニッ

ンスフォーマー』１作目以前の 1980

奇才・野田秀樹が描き下ろした伝説

不可侵のロシア海域への潜航命令。

間と一緒に悪ノリ全開で遊んでいた

開を迎えて…？果たして仮面（マスカ

ク・フューリーも登場する、予測不

年代を舞台に描いたスピンオフ。バ

の戯曲が歌舞伎として生まれ変わる。

シールズと連携し、禁断の作戦を遂

が…？ DC コミック原作の人気アク

レード）を被った犯人の正体とは？東

能のサスペンスフル・アクション！

ンブルビーの過去が明かされる！

一般：2,100 円 / 学生・小人：1,500 円

行せよ ! 新境地の潜水艦アクション !

ション・コメディが待望の映画化！

野圭吾の傑作ミステリーが映画化。

アンナ・ボーデン / ライアン・フレック

トラヴィス・ナイト

ブリー・ラーソン/サミュエル・L・ジャクソン

ヘイリー・スタインフェルド / ジョン・シナ
2018 / アメリカ / 1h54

2019 / アメリカ / 2h04

3/29 - 4/11

七つの会議

スティーヴン・スピルバーグ

© 2019 映画「七つの会議」製作委員会

野田秀樹

坂口安吾

中村勘九郎 / 松本幸四郎 / 中村七之助
2017 / 日本 / 2h13

3/29 - 4/11

© 大森藤ノ・SB クリエイティブ／劇場版ダンまち製作委員会

劇場版 ダンジョンに出会いを求めるのは

間違っているだろうか オリオンの矢

3/29 - 4/11

© カルロ・ゼン・KADOKAWA 刊／幼女戦記製作委員会

劇場版

幼女戦記

ドノヴァン・マーシュ

デヴィッド・F・サンドバーグ

鈴木雅之

ジェラルド・バトラー/ゲイリー・オールドマン

ザッカリー・リーヴァイ/アッシャー・エンジェル

木村拓哉 / 長澤まさみ / 小日向文世 / 梶原善

2018 / イギリス / 2h02

2019 / アメリカ / 時間未定

3/29 - 4/4

20 Steps Productions © 2018 - Maneki Films - Wild Bunch - Arches Films - Gapbusters - RTBF
(Television belge)

3/29 - 4/4

東野圭吾

2019 / 日本 / 2h13

© STUDIOCANAL S.A.S 2017

バハールの涙

喜望峰の風に乗せて

4/5 - 4/18

© 2016「しゃぼん玉」製作委員会
[ 市原悦子さん追悼上映 ]

しゃぼん玉

結果至上主義の中堅メーカーで働

迷宮都市オラリオで女神アルテミスと
出会った冒険者ベルは、古代に大精霊

戦記ファンタジー小説原作の TV アニ
メの劇場版。帝国軍ターニャ・フォン・

愛する息子を IS に拉致され途方に

く所謂ぐうたら社員・八角民夫。や

暮れる女弁護士バハール。息子を救

1968 年、イギリス。単独無寄港世
界一周ヨットレースにアマチュアの

がて彼は、
社内で突如発生したパワハ

たちがモンスターを封印したエルソス

デグレチャフ少佐率いる第二〇三航

出するため戦うことを選んだ彼 女

ドナルドが無 謀にも名 乗りを上げ

婆を助け彼女の家で世話になること

ラ騒動をきっかけに、社会を揺るが

の遺跡を目指し、大陸の果てへ仲間と

空魔導大隊は、共和国軍残党との戦

は、女性武装部隊 “ 太陽の女たち”の

た。家族の愛、周囲の期待を受けて

に。金を盗んで逃げるつもりが、老婆

す大事件を巻き起こすことに …！？

共に旅立つ…。第２期の制作も決定

いに勝利。その頃、連邦内部に多国

リーダーとなり最前線で戦っていた。

出発したドナルドだったが…。
『博士

や村人たちの温かさに触れるうちに、

池井戸潤の傑作小説を超豪華俳優

した TV アニメ「ダンまち」の完全新

籍義勇軍が足を踏み入れる。彼らの中

そんな彼女の姿を、小さな娘と離れ、

と彼女のセオリー』のジェームズ・

彼は失いかけていた人間性を取り戻

陣で映画化。働くことの「正義」を問

作劇場版！封印が解かれた時、ダン

に、父を殺した帝国に対する正義を

戦地で取材を続ける片眼の女性記者

マーシュ監督とコリン・ファースが

していき…。宮崎県の大自然を舞台に

う、企業犯罪エンターテインメント。

ジョンを越えた新たな冒険が始まる！

求める、メアリー・スー准尉がいて…。

マチルドの目を通して描いた衝撃作。

贈る、実話に基づく海洋冒険ドラマ。

青年の心の旅路を描く感涙のドラマ。

福澤克雄

桜美かつし

池井戸潤

野村萬斎/香川照之 / 及川光博 / 片岡愛之助

大森藤ノ

松岡禎丞/水瀬いのり/坂本真綾 /内田真礼
2019 / 日本 / 1h22

2019 / 日本 / 1h59

4/5 - 4/18

© 2018 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

シンプル・フェイバー

4/5 - 4/18

上村泰

カルロ・ゼン

悠木碧 / 早見沙織 / 三木眞一郎 / 玄田哲章
2019 / 日本 / 1h41

© 2018「ねことじいちゃん」製作委員会

ねことじいちゃん

4/5 - 4/11

ギルティ

© 2018 NORDISK FILM PRODUCTION A/S

THE GUILTY

エヴァ・ウッソン

ジェームズ・マーシュ

ゴルシフテ・ファラハニ/エマニュエル・ベルコ
2018 / フランス-ベルギー-ジョージア-スイス/ 1h51

4/5 - 4/11

- FRANCE 3 CINEMA - VERSUS
© 2017 LES FILMS DU POISSON - CINEFRANCE
PRODUCTION - NEED PRODUCTIONS

あなたはまだ帰ってこない

通り魔や強盗を繰り返す青年・伊豆
見は、逃走中の山村で怪我をした老

東伸児

コリン・ファース / レイチェル・ワイズ
2017 / イギリス / 1h41

乃南アサ

林遣都 / 市原悦子 / 藤井美菜 / 相島一之
2016 / 日本 / 1h48

4/5 - 4/18

4/12 - 4/25

母を亡くした時、
僕は遺骨を食べたいと思った。

© Universal Pictures

移動都市 モータル・エンジン

シングルマザーのステファニーは

生まれ育った小さな島で、飼い猫のタ

救急車などの緊急搬送を遠隔手配

マと２人暮らしの大吉は、多くの友人

するオペレーターが、今まさに誘拐さ

1944 年、ナチス占領下のパリ。作家
のマルグリットは夫婦で共にレジスタ

お調子者の息子とパワフルな母。何

息 子の同級生の母エミリーと親しく

気ない日常が、突然の母へのガン宣

60 分で文明が荒廃した戦争から遥
か先の未来。残された人類は、車輪
が取り付けられた移動型の都市で

なる。だがある日、息子を預けたま

や猫たちと穏やかな日々を過ごして

れているという女性の通報を受ける。

ンス運動に身を投じていたが、夫が

告で変化する。気丈にふるまう母、

まエミリーは失踪。行方を追うステ

いた。
しかし親しい友の死や自らの体

電話の音だけを手掛かりに事件の解

逮捕されてしまう。彼の情報を入手

奔走する息子、そして訪れる別れの

暮らす事を選択し、地上は都市同士

ファニーが見たものとは…？うごめ

調不良など、少しずつ変化が訪れは

決に挑むが…。
『search ／サーチ』と

するため、彼女はゲシュタポの手先

日…。家族それぞれが新たなスタート

が捕食しあう弱肉強食の世界へと姿

く嫉妬や羨望、孤独と承認欲求。女

じめ…。世界的な動物写真家・岩合

並びサンダンス映画祭で観客賞に輝

ラビエと逢瀬を繰り返すが…。デュラ

をきった頃、天国の母からプレゼント

『ロード・オブ・ザ・
を変えていた…。

のしたたかさがポップに浮かび上が

光昭が、人と猫の人（猫）生をひたす

いた話題作。“ 耳で観る” 新感覚サ

ス自身の愛の痛みが戦争の記憶とと

が届く。それは特別な贈り物だった。

リング』のピーター・ジャクソン製

る、風刺の効いた喜劇的サスペンス。

らにやさしい目線で描き撮った傑作。

スペンスがあなたの想像力を試す！

もに語られる自伝「苦悩」の映画化。

あなたの想像を越える感涙の実話。

作 ･ 脚本の新感覚 SF ファンタジー！

ポール・フェイグ

ダーシー・ベル

アナ・ケンドリック / ブレイク・ライブリー
2018 / アメリカ / 1h57

4/12 - 4/18

Zephyr Films
© 2017 Green Films AIE, Diagonal Televisio SLU, A Contracorriente FilmsTheSL,Bookshop
Ltd.

岩合光昭

ねこまき

グスタフ・モーラー

立川志の輔 / 柴咲コウ / 柄本佑 / 小林薫
2019 / 日本 / 1h43

4/12 - 4/18

ヤコブ・セーダーグレン/イェシカ・ディナウエ
2018 / デンマーク / 1h28

© 2016 Pepito Produzioni

4/19 - 5/9

エマニュエル・フィンケル

マルグリット・デュラス

メラニー・ティエリー / ブノワ・マジメル
2017 / フランス - ベルギー - スイス / 2h07

4/19 - 4/25

© 2017 SHOCK AND AWE PRODUCTIONS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

大森立嗣

宮川サトシ

クリスチャン・リバース

安田顕 / 倍賞美津子 / 松下奈緒 / 村上淳
2019 / 日本 / 1h48

ピーター・ジャクソン

ヘラ・ヒルマー / ロバート・シーハン
2018 / アメリカ / 2h09

4/19 - 4/25
Copyright

© 2018 Paradox

4/19 - 4/25

© All rights reserved to Laila Films Ltd. 2017

スパイダーマン

記者たち 衝撃と畏怖の真実

ウトヤ島、7 月 22 日

彼が愛したケーキ職人

イタリアのナポリ。家族と不仲で独り

有名中学に通うマイルス・モラレスは、

暮らしを送る老人の家の向かいに、

実はスパイダーマンだ。
だけどまだその

米国は“大量破壊兵器保持”
2002 年。
を理由にイラク侵攻を計画していた。

ノルウェーのウトヤ島
2011年７月22日、
でサマーキャンプに参加していた若

エルサレムで営むカフェを再開する

ある一家が引っ越してくる。老人は

力を上手く扱えずに悩んでいた。ある

大手マスコミが大統領の発言を信じ

者たちを襲った無差別銃乱射事件。

ことに。そこにドイツ人ケーキ職人

彼らと交流を深め、実の家族とは築

日、何者かにより時空を歪められる大

報道を続けたが、とある地方紙の記

単独犯としては史上最多の犠牲者を

のトーマスが現れ、店で働きたいと

けなかった平穏な日々が訪れるが、

事故が発生。
その衝撃により集められた

者たちは疑問を持ち、独自の取材を

生んだこの悪夢を、実際の事件の経

申し出る。彼は恋人を亡くして傷心

マイ・ブックショップ

ナポリの隣人

1959 年、本屋のないイギリスの田舎
町。戦争未亡人のフローレンスは夫
との夢だった書店を開くが、保守的
な町の有力者から妨害を受けてしま
う。彼 女の味 方は本を読むだけの

スパイダーバース

夫の死亡手続きを終えたアナトは、

毎日を過ごす老紳士だけで…。スペ

あるとき思いがけない事 件が起こ

のは、異なる次元＝ユニバースで活躍

展開することに。そして驚くべき事実

インの映画賞で作品賞など３冠に輝

り…。
「人間」と
「現代」の深遠を描

する様々なスパイダーマンたちで…？

を突き止めるが…。巨大な嘘に立ち

過と同じ 72 分ワンカットで映像化。
絶望の中で逃げ惑う少年少女の恐

ふたりの男女が繰り広げる、甘くて

いたイザベル・コイシェ監督最新作。

き切った最高級のヒューマンドラマ。

向かった記者たちの、真実の物語。

怖と緊迫感を共体験させる衝撃作。

ほろ苦いケーキのような愛の物語。

イザベル・コイシェ
エミリー・モーティマー / ビル・ナイ
2017 / スペイン / 1h52

4/26 - 5/9

2018 VILLAGE ROADSHOW FILMS (BVI) LIMITED, WARNER BROS.
©ENTERTAINMENT
INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC

ジャンニ・アメリオ

ロレンツォ・マローネ

レナート・カルペンティエーリ/ジョヴァンナ・メッゾジョルノ
2017 / イタリア / 1h48

4/26 - 5/9

© 2018 FOCUS FEATURES LLC, ALL RIGHTS RESERVED.

第 91 回 アカデミー賞
長編アニメーション賞 受賞

ボブ・ペルシケッティ/ピーター・ラムジー/ロドニー・ロスマン
小野賢章 / 宮野真守 / 悠木碧
2018 / アメリカ / 1h57

4/26 - 5/9

© 2018 FOCUS FEATURES LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

ふたりの女王
メアリーとエリザベス

運び屋

ブラック・クランズマン

孤独な 90 歳の老人アール・ストーン
は事業に失敗し金に困っていた。そ

コロラドの警察に黒人
1970 年代半ば。
として初めて採用されたロンは、白人

激動の 16 世紀英国を生きたスコッ
トランド女王メアリー・スチュアート

んな時に持ち掛けられたのが、車の

至上主義団体＝ＫＫＫへの潜入捜査を

と、従姉妹のイングランド女王エリ

運転をするだけという簡単な仕事だっ

思いつく。当然自分はＫＫＫに入れない

ザベス１世。友情か敵対か。恐れ合

た。軽い気持ちで引き受けたが、その

ため、
白人の同僚フリップと二人三脚で

い、惹かれ合い、運命に翻弄されたふ

車の積み荷は大量の麻薬で…。イー

捜査を進めることになるのだが…。衝

ストウッドの監督・主演最新作は、

撃の実話をスパイク・リーが映画化。

の豪華競演で描いた歴史ドラマ。

前代未聞の実話に基づくサスペンス。
クリント・イーストウッド
ブラッドリー・クーパー/ローレンス・フィッシュバーン
2018 / アメリカ / 1h56

第 91 回 アカデミー賞
脚色賞 受賞
スパイク・リー

ジョン・デヴィッド・ワシントン/アダム・ドライバー
2018 / アメリカ / 2h15

ロブ・ライナー
ウディ・ハレルソン / ジェームズ・マースデン
2017 / アメリカ / 1h31

4/26 - 5/9

© 2018 STORYTELLER DISTRIBUTION CO., LLC.

ビリーブ

未来への大逆転

エリック・ポッペ
アンドレア・ベルンツェン/アレクサンデル・ホルメン
2018 / ノルウェー / 1h37

4/26 - 5/9

© 2019「まく子」製作委員会／西加奈子（福音館書店）

まく子

の身だったが…。“ 同じ男 ” を愛した

オフィル・ラウル・グレイツァ
ティム・カルクオフ / サラ・アドラー
2017 / イスラエル - ドイツ / 1h49

4/26 - 5/2

© 2019「ソローキンの見た桜」製作委員会

ソローキンの見た桜

大人になりたくない。でも体は大人

日露戦争時代。愛媛に造られたロシ

になっていく…。そんな悩みを持つ小

ア兵捕虜収容所で、日本人女性のゆ

た女性弁護士がいた。彼女の名前は

学５年生のサトシの学校に「撒（ま）

いと捕虜の将校ソローキンが出逢う。

ルース・キングバーグ。
「100％負ける」

く」ことが大好きなコズエが転校し

次第に惹かれ合っていく２人だが、そ

と言われながらも、決して諦めず立

てくる。不思議な言動をする彼女に

れは敵国同士ゆえ決して許されぬ愛

たりの女王の波乱の生涯を、シアー

ち向かい、男女平等を勝ち取るため

惹かれていくサトシだが、彼女には秘

だった…。ヒロインを務める阿部純

シャ・ローナンとマーゴット・ロビー

の裁判に挑むのだが…？歴史に残

密があって…。西加奈子の傑作小

子と日露の実力派キャストが奏でる、

る世紀の裁判を描いた感動の実話！

説を映画化した再生と感動の物語。

時代に翻弄された男女の悲恋物語。

1970 年代のアメリカ。性差別が著し
かった時代に、男女平等を訴え続け

ジョージー・ルーク

ミミ・レダー

シアーシャ・ローナン / マーゴット・ロビー

フェリシティ・ジョーンズ / アーミー・ハマー

2018 / イギリス / 2h04

2018 / アメリカ / 2h00

鶴岡慧子

西加奈子

山﨑光/新音/須藤理彩/草彅剛/つみきみほ
2019 / 日本 / 1h48

井上雅貴
阿部純子 / ロデオン・ガリュチェンコ
2019 / 日本 / 1h52

