小学生には助言・指導が必要です
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Re：ゼロから始める異世界生活
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© AXEL FILMS PRODUCTION - BAF PROD - M6 FILMS

1/3 - 1/9

© Meta_Spark&Karnfilm_AB_2018

1/3 - 1/9

© 2019「NO SMOKING」FILM PARTNERS

15 歳以上がご覧になれます

1/10 -

© 福本伸行 講談社／ 2020 映画「カイジ

18 歳以上がご覧になれます

1/10 - 1/16
ファイナルゲーム」製作委員会

© Mars Media Entertainment, Amedia, Russia One, Trite Studio 2018

シティーハンター

THE MOVIE 史上最香のミッション

ボーダー 二つの世界

NO SMOKING ノースモーキング

カイジ ファイナルゲーム

『Re : ゼロ』完全新作アニメの第２

海外でも高い人気を誇る北条司の漫

人間の悪意を察知する能力を持つ税

ナチスの捕虜となったロシア軍のイヴ

画「シティーハンター」
。フランスでま

関職員のティーナは醜い容姿が災い

はっぴいえんど、YMO などで活 動
を続け、デビュー 50 周年を迎えた

あの「カイジ」が９年ぶりにスクリー

弾は、ヒロインのエミリアと精霊パッ

ンへ復活！原作者・福本伸行による

シュキンは、
ドイツ軍の演習のためロ

クの出会いから、エミリアがルグニカ

さかの実写映画化を実現し、社会現

し孤独に暮らしていた。あるとき、怪し

細野晴臣の音楽と人生に迫るドキュ

完全オリジナルストーリー＆最終章と

王国の王選に臨むまでを描く。２人

象級の大ヒットを記録した抱腹絶倒

げな旅行者ヴォーレと出会い、本能

メンタリー。高橋幸宏・坂本龍一が

して、原作にはない全く新しい４つの

シア製の戦車T-34を操縦することに。
しかしそれはドイツ軍から集中砲火

氷結の絆

T - 34 レジェンド・オブ・ウォー

はどのようにして固い絆で結ばれる

のパワームービーがついに凱旋する！

的に惹かれるものを感じるが…。善

参加したロンドン公演を含む近年の

オリジナルゲームが登場する。カイジ

を受けるだけの死を意味していた。

ようになったのか。TV シリーズ第 1
期の前日譚にして、第２期へとつな

日本公開のもっこり満載デラックス

悪、美醜、性別、国籍…いったい誰が

世界ツアーに密着するほか、その人

を待ち構える新たな試練やクセが強

そこで彼は無謀な脱出計画を企て

吹替版ではお馴染みの神谷明と伊倉

この世界の境界線を引いたのか。北欧

柄とルーツに迫るインタビューも公

すぎる登場人物に日本中が再び「ざ

て？ロシアでメガヒットを記録した破

がる運命の物語が、いま明らかに。

一恵もスペシャルゲストとして登場！

映画の新時代を予感させる衝撃作！

開。さあ、細野さんに会いに行こう！

わ…ざわ…」すること間違いなし！

格の戦車アクションがいよいよ公開！

渡邊政治

フィリップ・ラショー

長月達平

高橋李依/内山夕実 / 小林裕介 / 水瀬いのり
2019 / 日本 / 1h20

エロディ・フォンタン / タレク・ブダリ
2018 / フランス / 1h33

1/10 - 1/16

Why Not Productions, Les Films du Fleuve, British Broadcasting
© Sixteen SWMY Limited,Corporation,
France 2 Cinema and The British Film Institute 2019

1/10 - 1/16

佐渡岳利

アリ・アッバシ
エヴァ・メランデル / エーロ・ミロノフ
2018 /スウェーデン - デンマーク/ 1h50

Artist Yayoi Kusama drawing in KUSAMA - INFINITY.

© Tokyo Lee Productions, Inc. Courtesy of Magnolia Pictures.

1/10 - 1/16

細野晴臣

佐藤東弥

細野晴臣 / ヴァン・ダイク・パークス
2019 / 日本 / 1h36

© NHK

福本伸行

藤原竜也 / 福士蒼汰 / 関水渚 / 吉田鋼太郎
2020 / 日本 / 2h08

1/10 - 1/16

PICTURES INC., WWE STUDIOS FINANCE CORP. AND FILM4, A
© 2019 METRO-GOLDWYN-MAYER
DIVISION OF CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

1/10 - 1/16

アレクセイ・シドロフ
アレクサンドル・ペトロフ/イリーナ・ストラシェンバウム
2018 / ロシア / 1h53

© Wild Wag films Productions 2018

1/10 - 1/16

© 1978 THE MKR GROUP INC. All Rights Reserved.

草間彌生∞ INFINITY

人生をしまう時間（とき）

ファイティング・ファミリー

THE INFORMER

イギリスの地方都市。父はフランチャ

数十年にわたりアートムーブメント

人生の終わりに医療が出来ることとは

イギリス北部でレスリングジムを営む

イズの宅配ドライバーとして、母は介護

を牽引してきた前衛芸術家・草間

何か—。かつて東大病院在籍時に名

一家。中学生の頃からリングに立っ

FBI との取引で情報屋となり、麻薬
組織に潜入したピート。組織の命令

福祉士として朝から晩まで働いている。

彌生を追うドキュメンタリー。芸術

外科医として知られた小堀鷗一郎医

現代ゾンビ映画の原点にして頂点で

への情熱を理解されなかった幼少

師が、医師生活最後に選んだのは在

ているサラヤは、WWE のトライアウ
トに参加しアメリカ行きのチケットを

で刑務所内での麻薬取引を仕切っ

過酷な労働条件に振り回され、多感

ていたところ、裏切りに遭い命を狙

ある傑作サバイバル・ホラー『ゾン

な時期の子どもたちとも疎遠になっ

期、単身の渡 米、苦 悩と困 難の連

宅による終末期医療。患者やその家

獲得する。リング名を「ペイジ」に決

われるはめに。すべてを失い孤立無

ビ』。複数のバージョンの存在が知

ていくが…。効率優先の社会システ

続だったニューヨークでの創作活

族に寄り添い、時に難問に向き合いな

め、単身渡米するが…。一夜にして

援のピートの運 命は ! ? 北 欧 犯 罪

られているが、日本中を熱狂させ、

ムに蝕まれる労働者の姿を真っ向か

動など、唯一無二の表現者の知ら

小 説の傑作を映画化した緊迫のク

今や “ 幻 ” とされていた「日本初公開

れざる人生と創作を紐解いてゆく。

がら奔走する 80 歳の医師の姿を通し
て、在宅死のいまを克明に映し出す。

スターの座を掴んだ女性ファイター

ら描く巨匠ケン・ローチ監督最新作。

と、強い絆で結ばれた家族の実話。

ライムサスペンス！

版」が 40 年の時を経て奇跡の復活！

家族を想うとき

ケン・ローチ

ポール・ラヴァティ

クリス・ヒッチェン / デビー・ハニーウッド
2019 / イギリス - フランス - ベルギー / 1h40

1/10 - 1/16

© 2018 INDIGO FILM PATHE FILMS FRANCE 2 CINEMA

ヘザー・レンズ

下村幸子

草間彌生
2018 / アメリカ / 1h17

1/10 - 1/16

スティーヴン・マーチャント

小堀鷗一郎 / 堀越洋一

フローレンス・ピュー / レナ・ヘディ

2019 / 日本 / 1h50

© 2018 STUDIOCANAL SAS

2019 / アメリカ / 1h48

1/17 -

© 2019 Twentieth Century Fox

1/17 -

三秒間の死角

アンドレア・ディ・ステファノ
ジョエル・キナマン / ロザムンド・パイク
2019 / イギリス - アメリカ - カナダ / 1h53

© 2020「記憶屋」製作委員会

1/17 -

© 2019 映画「太陽の家」製作委員会

ゾンビ 日本初公開復元版

死者がゾンビとなって蘇り、それに襲
われた生者もまたゾンビと化す…。

ジョージ・A・ロメロ
デヴィッド・エムゲ / ケン・フォリー
1978 / アメリカ - イタリア / 1h55

1/17 - 1/23

© 2019「ある船頭の話」製作委員会

LORO 欲望のイタリア

ガーンジー島の読書会の秘密

ジョジョ・ラビット

記憶屋 あなたを忘れない

太陽の家

スキャンダルにまみれた悪名高き元

1946 年、“ ガーンジー島の読書会 ”
の会員と手紙を交わすようになった

第二次世界大戦下のドイツ。10 歳の
ジョジョは空想の友人アドルフ・ヒト

大学生の遼一は、恋人と幸せな日々

神技的な腕を持つ棟梁の川崎は、父

緑豊かな山あいを流れる河に、船頭

イタリア首相ベルルスコーニ。一度

を送っていたが、ある日恋人が遼一

親を知らずに育った少年とその母親に

の男がいた。近代化により橋の建設が

は政敵に敗れたものの、あらゆる手

ロンドンの作家ジュリエットは、読書

ラーと訓練に奮闘中。そんなある日、母

の記憶だけを失ってしまう。彼の住

出会う。２人が気になる彼はこの親子

進められていたが、彼はそれを複雑

を使って返り咲き政治を私物化し

会を取材しようと島を訪問。しかし

が匿っていたユダヤ人の美少女を見つ

む地域には、忘れたい記憶を消して

に家を作ろうと思い立つのだが…。

な思いで眺めながら黙々と舟を漕ぐ。

た。怪物か、それともカリスマか。そ

会員たちはある重大な秘密を隠して

けて大仰天！“ユダヤ人は悪い”と教

くれる「記憶屋」がいるという都市

単純だけど実直な１人の男の「愛と

そんな折、流れ着いた一人の少女が

の権力への執着と愛の挫折を鬼才パ

いて…。第二次大戦中、英国で唯一

わったのに、彼女は聡明で勇敢、
ユーモ

伝説があった。これは彼らの仕業な

優しさ」が、不器用で臆病な少年の

男の運命を大きく狂わせてゆく。寡

オロ・ソレンティーノが唯一無二の

ドイツの占領下にあった島の数奇な

アにも溢れていた。二人の時間が、
ジョ

のか…。遼一は先輩の弁護士、幼

心を成長させていく。長渕剛 20 年振

黙な船頭を通して人間の根源を見つ

映像美で描く、
狂乱と陶酔の 157 分！

歴史から生まれた至福のミステリー。

ジョの世界を大きく変えてゆくが…。

馴染らと共に真相を探り始める。

りの主演で家族の絆を描く感動作。

めるオダギリジョーの脚本・監督作。

パオロ・ソレンティーノ

マイク・ニューウェル

トニ・セルヴィッロ / エレナ・ソフィア・リッチ
2018 / イタリア / 2h37

1/17 - 1/23

リリー・ジェームズ / ミキール・ハースマン
2018 / フランス - イギリス / 2h04

© 2017 Picomedia SRL.

1/17 - 1/23

© 2018 ZIP CINEMA, CJ ENM CORPORATION, ALL RIGHTS RESERVED

アンドレア・ボチェッリ

国家が破産する日

イタリアの小さな村に暮らす 12 歳のア

1997 年、韓国。国の経済は表向き順
調だったが、韓国銀行は通貨危機の

奇跡のテノール

タイカ・ワイティティ
ローマン・グリフィン・デイビス/スカーレット・ヨハンソン
2019 / アメリカ / 1h49

1/17 - 1/23

© New Adventures 2019 Photography: Johan Persson
マシュー・ボーン IN CINEMA

平川雄一朗

織守きょうや

山田涼介 / 芳根京子 / 蓮佛美沙子 / 佐々木蔵之介
2020 / 日本 / 時間未定

1/18 -

権野元

オダギリジョー

長渕剛 / 飯島直子 / 瑛太 / 広末涼子
2020 / 日本 / 2h03

© AAS ／新海上安全整備局

ある船頭の話

1/24 -

白鳥の湖

劇場版 ハイスクール・フリート

風の電話

柄本明 / 川島鈴遥 / 村上虹郎 / 伊原剛志
2019 / 日本 / 2h17

© 2020 映画「風の電話」製作委員会

1/24 -

© 2020『サヨナラまでの 30 分』製作委員会

サヨナラまでの 30 分

英国バレエ界の奇才マシュー・ボーン

国土の大半が水没した日本を舞台に、

少女は広島から故郷である岩手県大

メジャーデビューを目前に解散したバ

の代表作、喝采を浴びた新演出版ロ

海の安全を守る職業「ブルーマーメイ

槌町に向かう旅に出る。それは震災で

自暴自棄になった彼を、叔父は歌唱コ

到来を予測。政府は非公開の対策

ンドン公演を映像化！世界一有名なバ

ド」に憧れて養成学校に入学した少女

失った家族を探すため、癒えない心の

ンド｢ECHOLL ｣。1 年後、元メンバー
の前に見知らぬ大学生が現れ再結成

ンクールに連れていき優勝するが…。

チームを立ち上げたものの “ 国家破

レエ「白鳥の湖」に常識を打ち破る斬

たちと、実在する多数の艦船の活躍を

傷に向き合うため。さまざまな人々に

を迫る。実は彼の中身は、1 年前に死

恩師との出会いや結婚生活など、世

産 ”は７日後に迫っていた…。未曽有

新な解釈と大胆な演出を施したダン

描いたアニメ
「ハイスクール・フリート」

出会い助けられながら、少女は天国

んだボーカルのアキだった！カセット

界最高峰のテノール歌手の波乱万

の通貨危機の裏側を赤裸々に描き、

ス・エンターテインメント。
この“ 伝説 ”

がついに劇場版へ！全女子海洋学校

に繋がるという＜風の電話＞へたど

テープを再生する 30 分だけ、２人は

丈の半生を映画化。ボチェッリ本人

政府批判のメッセージも痛烈な実録

はバレエ・演劇ファンならずとも必見！

が集う
「競闘遊戯会」が開催される中、

り着く。実在の電話をモチーフに癒し

入れ替わり身体を共有する。出会うは

の吹き替えによる歌唱シーンも圧巻。

社会派エンタテインメントの必見作。

特別料金：2,200 円均一

彼女たちに新たな危機が迫る！

と再生を描く諏訪敦彦監督最新作。

ずのない２人の 30 分の奇跡の物語。

モスは持病と事故で失明してしまう。

マイケル・ラドフォード

アンドレア・ボチェッリ

トビー・セバスチャン/アントニオ・バンデラス
2017 / イタリア / 1h55

1/24 - 1/30

S.L. and LIFE ITSELF
© 2018 FULL CIRCLE PRODUCTIONS, LLC, NOSTROMO PICTURES,
AIE. ALL RIGHTS RESERVED.

チェ・グクヒ

振付：マシュー・ボーン

信田ユウ

キム・ヘス / ユ・アイン / ホ・ジュノ

ウィル・ボジアー / リアム・ムーア

夏川椎菜 / Lynn / 古木のぞみ / 種崎敦美

2018 / 韓国 / 1h54

1/31 -

© 2019 Sony Pictures Digital Productions Inc. All rights reserved.

2019 / イギリス / 2h07

1/31 -

© 2019 映画「AI 崩壊」製作委員会

ライフ・イットセルフ
未来に続く物語

バッドボーイズ フォー・ライフ

AI 崩壊

幸せ絶頂の夫婦がニューヨークで

ウィル・スミスとマーティン・ローレ

悲惨な事故に巻き込まれてしまう。

ンス演じる刑事コンビの活躍を描い

は全国
2030 年の日本、AI（人工知能）
民の個人情報や健康を管理しライ

旅先でその事故に関わった少年はや

た大人気シリーズ待望の続編！引

フラインとなっていた。だが、突如 AI

中川淳

鈴木貴昭

2020 / 日本 / 時間未定

1/31 -

© 前田建設／ Team F © ダイナミック企画・東映アニメーション

諏訪敦彦

萩原健太郎

モトーラ世理奈/西島秀俊/西田敏行/三浦友和
2020 / 日本 / 2h19

1/31 -

© 2020「嘘八百

新田真剣佑 / 北村匠海 / 久保田紗友 / 葉山奨之
2020 / 日本 / 1h54

1/31 京町ロワイヤル」製作委員会

Motion Picture Artwork

© 2019 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

嘘八百 京町ロワイヤル

ナイブズ・アウト

「アニメやゲームに登場する建造物を

冴えない古美術商と、腕は立つがくす

ニューヨーク郊外の豪邸。作家の誕

実際に作ったらどうなるか？」を本格

ぶり続ける陶芸家が、騙し合いの大騒

生日パーティーの翌朝、彼が遺体と

的に検証する前田建設工業株式会

動を繰り広げた人気コメディの続編

なって発見された。匿名で調査依頼
を受けた名探偵ブノワ・ブランは家

前田建設
ファンタジー営業部

名探偵と刃の館の秘密

がてスペインで両親たちの運命を変え

退を真剣に考えているマーカスに対

が暴走。人間の価値を選別し殺戮を

して、マイクがコンビとして最後の共

開始する。国中が大混乱に陥るなか、

社の WEB コンテンツを実写映画化。
アニメの途方もない設定に翻弄され

が登場！今度はとある京美人に頼ま

ることになり…。海を越え、世代をま

れて古田織部の幻の茶器にまつわる

族や看護師、家政婦ら曲者たちを取

たぎ、数奇に交差するふたつの家族

同捜査を依頼。もしや最強コンビは

捜査線上に AI の開発者が浮かび上

ながら『マジンガー Z 』の地下格納

人助け。有名古美術店主人、大御所

り調べてゆくが…。最後まで観客を翻

の物語をボブ・ディランの名曲に乗

これで見納めになってしまうのか！？

がるが…。入江悠監督が圧倒的なリ

庫を現実の技術と材料で作ろうと奮

鑑定家に国家機関やテレビ局まで巻

弄する脚本と豪華キャストの競演で

せて描いた壮大なヒューマンドラマ。

痛快アクションコメディ第３弾！

アリティで描くサスペンス超大作。

闘するサラリーマンたちの姿を描く。

き込んでの大騒動の結末やいかに！？

贈るアガサ・クリスティーの現代版！

ダン・フォーゲルマン
オスカー・アイザック / オリヴィア・ワイルド
2018 / アメリカ / 1h57

アディル・エル・アルビ/ビラル・ファラー
ウィル・スミス / マーティン・ローレンス
2020 / アメリカ / 時間未定

入江悠
大沢たかお/賀来賢人/広瀬アリス/岩田剛典
2019 / 日本 / 2h11

英勉

前田建設工業株式会社 / 永井豪

高杉真宙 / 上地雄輔 / 岸井ゆきの / 本多力
2020 / 日本 / 1h55

武正晴
中井貴一 / 佐々木蔵之介 / 広末涼子 / 友近
2020 / 日本 / 1h46

ライアン・ジョンソン
ダニエル・クレイグ / クリス・エヴァンス
2019 / アメリカ / 2h10

