小学生には助言・指導が必要です

7/13 -

© Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku © Pokemon © 1998-2018 ピカチュウプロジェクト

7/20 -

劇場版 ポケットモンスター みんなの物語

BLEACH

© 久保帯人／集英社 © 2018 映画「BLEACH」製作委員会

15 歳以上がご覧になれます

7/27 -

18 歳以上がご覧になれます

© 2018「劇場版コード・ブルー

ドクターヘリ緊急救命」製作委員会

劇場版 コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命

人々が風と共に暮らす街・フウラ

動かしてゆく！監督＆製作陣を新た

累計発行部数 9,000 万部の大人

る悪霊たちと戦う。最新鋭の CG を

に、人とポケモンの絆を描いた全く新

気コミックが実写映画化！霊が

駆使して壮大なスケールで描かれ

10 年間に渡って放送された人気
ドラマ『コード・ブルー』待望の劇

づくが、
「空」
と
「海」で未曾有の連続

シティで新たな５人の仲間たちと
出会ったサトシとピカチュウ。それ

しい「みんなの物語」が誕生！

見えること以外は普通の高校生・

るバトルアクション大作！

場版！これまで多くの大規模災害

彼らはいかに立ち向かうのか？

ぞれが悩みを抱え、パートナーの
ポケモンと一歩を踏み出せない彼
らに、みんなとの出会いが運命を

7/6 -

虹色デイズ
いつも一緒のちょっとおバカでお

黒崎一護。ある日突然現れた死

矢嶋哲生
松本梨香/大谷育江/林原めぐみ /芦田愛菜
2018 / 日本 / 時間未定

© 2018「虹色デイズ」製作委員会 © 水野美波／集英社

神・朽木ルキアから死神の力を
与えられ、虚＜ホロウ＞と呼ばれ

佐藤信介『GANTZ』

久保帯人

福士蒼汰 / 杉咲花 / 吉沢亮 / 早乙女太一
2018 / 日本 / 1h48

8/1 -

© 2018 映画「青夏」製作委員会

青夏 きみに恋した30日

の現場に出動し、支え合ってきた
藍沢たち。互いへの思いを抱えな
がらも別々の道へ旅立つ時が近

大事故が発生。史上最悪の現場に、
西浦正記

安達奈緒子

山下智久 / 新垣結衣 / 戸田恵梨香 / 比嘉愛未
2018 / 日本 / 時間未定

8/1 -

© 2018 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

インクレディブル・ファミリー

かっちゃう” No.1青春コミックが若手
イケメン俳優陣×豪華アーティストに

人気少女漫画が朝ドラ
「わろてん

ちる。吟蔵も真っ直ぐな理緒に次第に

か」の葵わかな主演で実写映画化！

惹かれていくが、夏休みが終われば離

前作から 14 年。あのスーパーファ
ミリーが最強赤ちゃんを連れて

るチャンスが訪れる！家事！育児！

騒がせな男子高校生４人組。笑っ
て、悩んで、恋をして、たった一度

よるサウンドトラックで実写映画化！

運命の恋に憧れる都会の女子高生・

ればなれに…。青春ラブストーリー。

帰ってくる！驚異的なパワーの為、

が贈る一家団結アドベンチャー！

の青春が輝き始める！溢れるほど
の友情と恋に胸がときめく感動青
春ストーリー！“男子の本音がわ

6/29 -

ハン・ソロ

© 2018 Lucasfilm Ltd. All Rights reserved

飯塚健

水野美波

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

6/22 - 7/5

スター・ウォーズ・ストーリー

孤狼の血

© 2018「孤狼の血」製作委員会

理緒。夏休みを田舎の祖母の家で
過ごすことになり、そこで地元の高
校生・吟蔵と出会い一瞬で恋に落

6/29 - 7/5

© 2016 The Last Word, LLC.All Rights Reserved.

古澤健『今日、恋をはじめます』

南波あつこ

葵わかな / 佐野勇斗 / 古畑星夏 / 岐洲匠
2018 / 日本 / 時間未定

6/29 - 7/5

© 2016 Small Shack Productions Inc. / Painted House Films Inc. / Parallel Films (Maudie) Ltd.

活動を禁じられていた Mr. インク
レディブルと彼の家族。そんなあ
る日、彼らに再びヒーローに戻れ

6/30 - 7/12

© 2018「モリのいる場所」製作委員会

世界の危機！ディズニー／ピクサー
ブラッド・バード

ジョン・ラセター

三浦友和 / 黒木瞳 / 綾瀬はるか / 高田延彦
2018 / アメリカ / 1h58 予定

6/30 - 7/12

© 2018 TOHO CO., LTD.

あなたの旅立ち、綴ります

しあわせの絵の具

愛を描く人 モード・ルイス

モリのいる場所

GODZILLA 決戦機動増殖都市

２万年後の地球で、圧倒的な破壊力を

シリーズ屈指の人気を誇る“ 愛すべ

昭和 63 年、暴力団対策法成立直前の

老婦人のハリエットは存命中に訃報記

重いリウマチを患うも絵を描くことを

画家のモリは 30 年もの間、自宅と小さな

き悪党 ”ハン・ソロの知られざる過去

広島で、暴力団関連企業の会社員が

事を書いてもらおうと考えるも、嫌われ

愛したカナダの素朴派画家モード・

庭から１歩も外に出ずに生活している。

持つ超巨大ゴジラ＜ゴジラ・アース＞

が明らかに！生涯の相棒チューバッ

失踪した。殺人事件と睨んだ刑事は捜

者の彼女を良く言ってくれる人などい

ルイスと、彼女を献身的に支えた無骨

庭に住む虫や植物を愛し、観察するの

に敗れた人類は、人型種族「フツア」の

カや悪友ランド・カルリジアン、愛機

査を開始するが、やがて血で血を洗う

ないことに愕然。自らの最高の訃報記

な夫エベレット。二人は絵画で成功し

が日課だ。そんなモリの家には、呼びも

ミレニアム・ファルコンとの出会い

抗争へと巻き込まれていく。遠慮ない

事のため、新聞記者のアンと協力して

たのちも、ガスも水道もない小さな家

しないのにひっきりなしに人々がやって

民との出会いを経て、21世紀に起動寸
前で破壊された「対ゴジラ決戦兵器」

と絆、そして幼馴染の美女キーラと

暴力描写で男たちの渇望を描く本作

自分を変えようと奮闘を始めるが…。

で晴耕雨読の生活を貫いた。つつま

きて…。伝説の画家・熊谷守一のとある

のプラントを発見する…。アニゴジ第二

の関係とは…？全てが詰まったアナ

は、
数々の任侠映画を輩出してきた東

Ｓ・マクレーン＆Ａ・セイフライド競演

しくも豊かな生き方に心が洗われる、

ザー・ストーリーが幕を開ける！

映の新たな代表作！遂に東根上映！

のハートフル終活ドラマ。

喜びと愛に満ちた真実の物語。

1 日を日本映画界を代表する山﨑努×
樹木希林の夫婦役でユーモラスに描く。

ゴジラ＞が新たな姿で現れる！

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

白石和彌『凶悪』

柚月裕子（山形県在住）

役所広司/松坂桃李/真木よう子 /竹野内豊
2018 / 日本 / 2h06

2018 / アメリカ / 2h15

マーク・ペリントン
2016 / アメリカ / 1h48

7/6 - 7/19

レディ・バード
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
夢見みていた。
しかし多感な少女
は家族や友人、彼氏や自分の将来
について悩み、心はいつも不安定
に揺れ動いていて…。彼女が経験

7/20 - 7/26

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

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

する思春期の輝きと痛みをユーモア
たっぷりに描いた青春映画の傑作！
第 75 回ゴールデングローブ賞
作品賞／女優賞 受賞

グレタ・ガーウィグ『フランシス・ハ』
シアーシャ・ローナン / ローリー・メトカーフ
2017 / アメリカ / 1h34

7/20 - 7/26

© 2017 AMAZON CONTENT SERVICES LLC

サリー・ホーキンス / イーサン・ホーク
2016 / カナダ - アイルランド / 1h56

© 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation

7/6 - 7/19

© 2018 映画「恋は雨上がりのように」製作委員会 © 2014 眉月じゅん／小学館

2013 年のボストンマラソンの爆弾テ
ロで両足を失ったジェフ。犯人逮捕

し、社会現象となっているアクション

め一人で島へ渡った12 歳の少年アタリ
は、そこで出会った心優しい５匹の犬た

かな恋心を抱いていた。想いを抑えき

に貢献したことからテロに屈しない

超大作『バーフバリ』が完全版として

れなくなったあきらはついに告白する

精神「ボストン ストロング」の象徴と

帰ってくる！伝説の戦士の数奇な運

ちと冒険の旅に出る。細部にまでこだわり

が、
近藤は受け止めることもできず―。

して英雄視されるが、足を失った痛み

命を壮絶なスケールで描いたオリジ

ぬいた世界観に個性豊かな俳優陣が集

真っ直ぐすぎる 17 歳とさえない 45 歳

や周囲の期待とのギャップに苦悩して

ナル版に、デーヴァセーナが歌い踊る

結したウェス・アンダーソン監督最新作！

の不器用で繊細な片思いを描く“ 恋

いた。自身の弱さを克服し、本当の強

雨 ” 待望の実写映画化！

さに目覚める姿を描いた再生の実話。

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！

第 68 回ベルリン国際映画祭
銀熊賞（監督賞）受賞

ウェス・アンダーソン
ブライアン・クランストン/エドワード・ノートン/野田洋次郎

永井聡

眉月じゅん

小松菜奈 / 大泉洋 / 清野菜名 / 磯村勇斗
2018 / 日本 / 1h52

2018 / アメリカ / 1h41

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

リーは、人間関係に疲れを感じ、心が満

は、病気を隠して５つ星ホテルの研修

たドク。あっという間に昔の関係を取

ミング。父との別離、ハーフへの差別、

たされないでいた。ある日、自然に囲ま

生となる。親友の助けを借りながら研

り戻した彼らは語り続け、笑いあい、

そして聴力の喪失などたくさんの苦難

れた小屋で暮らすドナルドと出会い、余

修課題を順調にクリアしていくが…。

それぞれの傷を癒してゆく。リチャー

を乗り越えてきた。ツアーの様子から、

計なものを持たずシンプルに暮らす彼

驚きの実話をもとに、誰もが経験する

ド・リンクレイター監督ならではの温

アンティークに囲まれた暮らしに至る

の人柄に惹かれていく。ダイアン・キー

人生の挫折や喜びをたっぷり詰めこ

かな筆致で、人生の輝きを取り戻す男

まで、その人間性と音楽に迫る初のド

トンがチャーミングな存在感で魅せる、

んだヒューマンドラマ。

たちを描くロードムービー。

キュメンタリー。

実話に基づく大人たちの幸せ探し。

小松莊一良
2018 / 日本 / 1h55

フジコ・ヘミング

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

デヴィッド・ゴードン・グリーン

S・S・ラージャマウリ

ジェイク・ギレンホール/タチアナ・マスラニー
2017 / アメリカ / 2h00

プラバース / ラーナー・ダッグバーティ
2017 / インド / 2h47

7/27 - 8/2

60 代後半でデビューし、情感あふれる
演奏で聴衆を魅了し続けるフジコ・ヘ

ナレーション：三浦透子

ダメな僕だから英雄になれた

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

戦死した息子を連れ帰る旅に、30 年
間音信不通だった二人の戦友を誘っ

2017 / アメリカ / 2h05

© ARKA MEDIAWORKS PROPERTY, ALL RIGHTS RESERVED.

持ちのアルバイト先の店長・近藤に密

病気で視力の 95％を失うも一流ホテ
ルマンになる夢を諦めきれないサリヤ

2017 / ドイツ / 1h51

7/13 - 7/19

高校２年生の橘あきらはバツイチ子

ロンドン、人生はじめます

リチャード・リンクレイター

LLC. All Rights Reserved. Motion Picture Artwork
© 2017 Stronger Film Holdings,
© 2018 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

追放された近未来の日本。愛犬を探すた

フジコ・ヘミングの時間

スティーヴ・カレル/ブライアン・クランストン

7/6 - 7/12

2018 / 日本 / 1h41

疫病が流行し、すべての犬が「犬ヶ島」に

30 年後の同窓会

サリヤ・カハヴァッテ

2018 / 日本 / 1h39

虚淵玄

宮野真守 / 櫻井孝宏 / 花澤香菜 / 杉田智和

バーフバリ 王の凱旋

嘘から始まる素敵な人生

コスティア・ウルマン / ヤコブ・マッチェンツ

静野孔文 / 瀬下寛之

ボストン ストロング

５パーセントの奇跡

マルク・ローテムント

沖田修一『南極料理人』
山﨑努 / 樹木希林 / 加瀬亮 / 青木崇高

恋は雨上がりのように

犬ヶ島
7/6 - 7/19

アシュリング・ウォルシュ

シャーリー・マクレーン/アマンダ・セイフライド

章！シリーズ不動の人気を誇る＜メカ

高級マンションに暮らす未亡人エミ

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

8/3 -

Productions and Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved.
®TM,© & Copyright©2006 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.© 2015 Skydance
© 2016 Paramount Pictures.© 2018 Paramount Pictures. All rights reserved.

ミッション：インポッシブル
フォールアウト

何者かにプルトニウムが盗まれた。

ものフォールアウト
（予期せぬ余波）
が

標的になったのは３つの都市。爆発

彼らに降りかかる…。今度の“ミッショ

を未然に防ぐべく、イーサン・ハント

ン”は＜不可能＞が連鎖する！
！

とＩＭＦチームにミッションが下され
る。猶予は 72 時間。しかし、イーサ
ンを疑うＣＩＡの介入により、いくつ

クリストファー ･ マッカリー
トム・クルーズ / サイモン・ペッグ
2018 / アメリカ / 時間未定

