小学生には助言・指導が必要です

上映中

© 2017 MRC. The Dark Tower, the movie
© 2017 CPII and MRC. All Rights Reserved.

The Dark Tower and all associated characters TM &

2/1 -

© 宮月新・神崎裕也／集英社

2/3 -

2018「不能犯」製作委員会

© 2018「羊の木」製作委員会 © 山上たつひこ いがらしみきお／講談社

ダークタワー

不能犯

羊の木

2/9 -

© 2017 Media Asia Film International Ltd. All rights Reserved

15 歳以上がご覧になれます

3/1 -

© 2017 Twentieth Century Fox

18 歳以上がご覧になれます

3/1 -

マンハント

シェイプ・オブ・ウォーター

ブラックパンサー

© 2017 MARVEL

少年ジェイクは毎夜同じ夢にうなされ

思い込みやマインドコントロールで相

さびれた港町に移住してきた見知ら

国際弁護士のドゥ・チウは、何者かに

米ソ冷戦時代。政府の極秘研究所で

最新テクノロジーが発達した超文明

ていた。ある日、現実世界と夢で見た

手を殺すことができるため、犯罪を立

ぬ６人の男女。
その受け入れを支援す

ハメられ殺人事件の被疑者にされて

働くイライザは、密かに運び込まれた

国ワカンダ。そこには世界を揺るがす

《中間世界》
と呼ばれる異界が、時空を

証できない“ 不能犯 ”の男と、その男が

る市役所職員・月末は、全員に殺人

しまう。逃走する彼を追う敏腕刑事・

不思議な生きもの “ 彼 ”と出会う。顔

秘密が隠されている。しかし今、その

超えて繋がっている場所を発見する。

唯一コントロールできない女刑事が

歴があることを知ってしまう。彼らは生

矢村は、次第にこの事件に違和感を

を合わせるうちに種族を超えて恋に

秘密を暴き、奪おうとする魔の手が

２つの世界のバランスを保つ塔《ダー

繰り広げるスリラー・エンターテイン

活に馴染んでいくが、ある事故を機に

覚え始めて…。故･高倉健主演の『君

落ちていく２人だったが、やがて“ 彼 ”

迫っていた。守るのは若き国王ティ・

クタワー》の守護者【ガンスリンガー】

メント。続発する変死事件と連続爆

町に波紋が広がっていき…。善と悪、

よ憤怒の河を渉れ』が巨匠ジョン・

に実験の魔の手が迫っていて… 。切な

チャラ。またの名をブラックパンサー。

と共に、タワーの破壊を目論む【黒衣

破事件の２つの事件が繋がったとき、

普通と異常、人間の境界に深く踏み

ウーにより再映画化。日本オールロ

くも愛おしいファンタジー・ロマンス。

の男】
との壮絶な戦いに挑む！

壮絶な戦いが始まる！

込む吉田大八監督最新作。

ケのサスペンス･アクション！

ニコライ・アーセル

スティーヴン・キング

イドリス・エルバ / マシュー・マコノヒー
2017 / アメリカ / 1h35

上映中 - 2/9

© 2017 ZOOKEEPER’S WIFE LP. ALL RIGHTS RESERVED.

白石晃士

宮月新 / 神崎裕也

松坂桃李 / 沢尻エリカ / 新田真剣佑 / 間宮祥太朗
2018 / 日本 / 1h46

上映中 - 2/2

吉田大八

山上たつひこ/いがらしみきお

錦戸亮 / 木村文乃 / 北村一輝 / 優香

麒麟の舌の記憶」製作委員会
2014 田中経一／幻冬舎

©

2/3 - 2/23

アントニーナが愛した命

ラストレシピ 麒麟の舌の記憶

火花

ドイツ軍によるポーラン
1939 年９月、
ド侵攻が始まった。多くのユダヤ人

1930 年代の満州で天皇の料理番が
考案した幻のフルコース。それを現

お笑いコンビ・ピースの又吉による芥

が連行される中、動物園を営むヤン

代に蘇えらせる使命を受けたのは、

メガホンを取るのは、芸人でありつつ

とアントニーナは、彼らを救出し地下

一度食べたらどんな味でも再現でき

数多くの映画への出演も果たす板尾

川賞受賞作が満を持しての映画化。

の檻に匿うことに。しかし園内には常

る料理人。歴史に消えたレシピを追

創路。芽が出ずくすぶる若手芸人と

う内、次第に明らかになる事実。最後

信念を持つ天才肌の先輩芸人。
「笑

いて…。深い愛と強い信念で、300 人
もの命を救った実在の夫婦の物語。

の一皿に隠された壮大な愛とは…？

い」に魅せられた２人の男の 10 年間
を綴る、アホで愛おしい青春物語。

滝田洋二郎

ジェシカ・チャステイン/ダニエル・ブリュール

二宮和也/西島秀俊/綾野剛/宮崎あおい / 竹野内豊

2017 / チェコ - イギリス - アメリカ / 2h07

2/3 - 2/16

田中経一

秋元康

2017 / 日本 / 2h06

板尾創路

又吉直樹

菅田将暉 / 桐谷健太 / 木村文乃 / 川谷修士
2017 / 日本 / 2h01

2/3 - 2/16

© COLONY FILMS LIMITED 2016

2/10 - 2/23

© Les Films du Lendemain / Shanna Besson

フラットライナーズ

パーティで女の子に
話しかけるには

死後の世界に興味を抱く５人の医学

内気でパンクが好きな少年エンは、偶

「考える人」などで知られる“ 近代彫

生が、わずかの時間だけ心臓を止め

然もぐりこんだパーティで不思議な少

刻の父 ”オーギュスト・ロダンの創作

ることで臨死を体験する実験に熱中

女ザンと出会う。音楽やファッションの

する。実験は成功したかに見えたが、

趣味で共感した２人はパーティを抜

と愛憎を描く伝記ドラマ。1880 年代、
大作「地獄の門」制作に取り掛かるロ

やがて思いも寄らぬ恐ろしい影響が

け出すが、実は彼女は異星人で 48 時

現れはじめ…。1990 年製作の同名映
画を現代風にリメイク。精神的な恐

間後には遠い惑星に帰らなければな

怖が襲う戦慄の SF サイコスリラー。
ニールス・アルデン・オプレヴ
エレン・ペイジ / ディエゴ・ルナ
2017 / アメリカ / 1h50

2/17 - 2/23

ビジランテ

© 2017「ビジランテ」製作委員会

ロダン

環境問題に警鐘を鳴らし、社会現象
2/3 - 2/16

勝手にふるえてろ
中学の同級生に 10 年間片思い中

ラブコメ史上最も痛々しいヒロイン

の 24 歳の会社員ヨシカが、ある日

による痛快エンターテインメント！

突然会社の同僚に告られた！人
生初の出来事に興奮するも、脳内
片思いの彼とリアル恋愛の彼と
の間でもがき苦しみ暴走を開始！

2/10 - 2/16

© 2016 COLOSSAL MOVIE PRODUCTIONS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

綿矢りさ

2017 / 日本 / 1h57

増している。ゴア氏の闘いと、危機に
瀕した地球の現実に迫る。
ボニー・コーエン / ジョン・シェンク
アル・ゴア
2017 / アメリカ / 1h38

2/17 - 3/2

© DENIAL FILM, LLC AND BRITISH BROADCASTING CORPORATION 2016

2/17 - 2/23

© Fondation Maurice Bejart, 2015© Fondation Bejart Ballet Lausanne, 2015

じくして、韓国に巨大怪獣が出現し世

ユダヤ人歴史学者が、名誉毀損で提

ルが共演し、ベジャールがベートー

界は大騒ぎ！そんな時、グロリアは自

訴された。裁判で勝つには強力な根

ヴェン「第九交響曲」に振付を施した

ダンのもとに、美しく才能豊かなカミー

分と怪獣の動きがシンクロしているこ

拠に基づいてホロコースト否定論を

傑作バレエが奇跡の再演を果たす。

ユ・クローデルが弟子入り志願に訪

とに気づいてしまい…。アン・ハサウェ

崩さねばならない。世界が注目する法

らなくて…。70 年代のサブカルチャー

れる。内縁の妻がいながら彼女に惹

イがダメ女を好演。負け犬人生と世

廷闘争の行方は…？事実軽視の風

総勢 350 人ものアーティストが創り上
げた、一大スペクタクル・ステージの

で彩られた甘酸っぱい恋の物語。

かれていくロダンだったが…。

界の危機に立ち向かう！

潮が強まる昨今、必見の実録ドラマ。

舞台裏に迫るドキュメンタリー。

ジョン・キャメロン・ミッチェル

ニール・ゲイマン

エル・ファニング / アレックス・シャープ
2017 / イギリス - アメリカ / 1h43

2/17 - 2/23

© 2017 KADOKAWA

最低。

ジャック・ドワイヨン
ヴァンサン・ランドン / イジア・イジュラン
2017 / フランス / 2h00

せないクレールだったが、自由奔放な

命に身を投じていく。大森南朋・鈴木

も性格も異なる３人の女性たちの運

彼女のペースに巻き込まれ、人生の

浩介・桐谷健太が三兄弟を熱演。入

命は、ＡＶとの関わりを通じて動き始

歓びや愉しみに気付き始める。
しかし

江悠監督渾身のオリジナル脚本によ

める…。人気ＡＶ女優、紗倉まなの同

新たな絆が芽生え始めたとき、ベアト

る衝撃のバイオレンス・ノワール。

名小説を映画化した衝撃作。

リスは “ある決断 ”をすることに…。

森口彩乃 / 佐々木心音 / 山田愛奈
2017 / 日本 / 2h01

2/24 - 3/2

© ARKA MEDIAWORKS PROPERTY, ALL RIGHTS RESERVED.

2016 / カナダ / 1h50

マルタン・プロヴォ
カトリーヌ・ドヌーヴ / カトリーヌ・フロ
2017 / フランス / 1h57

2/24 - 3/2

© ARKA MEDIAWORKS PROPERTY, ALL RIGHTS RESERVED.

ジル・ロマン / ズービン・メータ
2016 / スイス - スペイン / 1h23

© 2016 On Fire Productions Inc.

ＮＹポスト紙の記者、21 歳のスザンナ
2/24 - 3/9

© 2018「嘘八百」製作委員会

嘘八百
茶道と商人の街・堺。イカサマ古

思わぬ大騒動に発展して…。中井貴

物商と落ちぶれた陶芸家の冴え

一＆佐々木蔵之介主演で贈る、開運

ない骨董コンビが“ 幻の利休の茶

エンターテインメント！

器 ”で一発逆転の大勝負を仕掛
けることに。家族や仲間、大御所
鑑定士も巻き込んだ騙し合いは、

2/24 - 3/2

の身体に異変が起きる。たびたび仕
事で失敗し、幻覚や幻聴にも悩まさ
れるように。検査では「異常なし」と

© 2017 Morgan Creek Productions, Inc.

バーフバリ 王の凱旋

オール・アイズ・オン・ミー

19 世紀フランスを代表する画家、ポー
ル・ゴーギャンのタヒチ時代を描く

巨大な滝の麓の村で育った青年が、

自らが王子であることを知ったバーフ

滝の上に広がる大地を目指した。そ

バリは、父のかつての家臣からなぜ父

伝説のラッパー、２PAC ことトゥパッ
ク・シャクールの波乱の生涯を描く

伝記ドラマ。1890 年代、生活が困窮
し、画業も行き詰ったゴーギャンは、パ

こは邪悪な暴君が支配する王国が広

が殺され、母が長年幽閉され、自分が

伝記ドラマ。
トゥパックはスラムで生

がっていた。そして彼は自分が前の国

滝の麓の村で育つことになったのか

まれ育ち、デビューするや瞬く間にス

リに見切りをつけて南太平洋のタヒ

王の息子バーフバリであることを知

を知らされる。完結編となる今作は、

チに渡る。その楽園のような島で、恋

り…。インド映画史上最大のヒット！

バーフバリの祖父からつながる３代

に落ちた現地の美女をモデルとして、

伝説の戦士の数奇な運命を、壮絶な

精力的に創作に打ち込むが…。

スケールで描いたアクション超大作！

2015 / インド / 2h18

2016 / イギリス - アメリカ / 1h50

アランチャ・アギーレ

彼女が目覚めるその日まで

バーフバリ 伝説誕生

S・S・ラージャマウリ

デボラ・Ｅ・リップシュタット

レイチェル・ワイズ / トム・ウィルキンソン

2/24 - 3/2

ゴーギャン タヒチ、楽園への旅

プラバース / ラーナー・ダッグバーティ

ミック・ジャクソン

ルージュの手紙

くことが好きな女子高生。そんな境遇

紗倉まな

ナチョ・ビガロンド
アン・ハサウェイ / ジェイソン・サダイキス

2/24 - 3/9

欲望とプライドが激突する凄惨な運

瀬々敬久

シンクロナイズドモンスター

© CURIOSA FILMS – VERSUS PRODUCTION – France 3 CINEMA © photo Michael Crotto

放な母親に振り回されつつも絵を描

2017 / フランス / 1h42

大九明子

松岡茉優 / 渡辺大知 / 石橋杏奈 / 北村匠海

護への取り組みを必死に訴え続けて
いたが、自然環境の悪化は深刻さを

2014 年、モーリス・ベジャール・バレ
エ団、東京バレエ団、イスラエル・フィ

歩んできた３人は、それをきっかけに

エドゥアルド・デルック

第 30 回東京国際映画祭
観客賞 受賞

都合な真実』の続編。前作から10 年、
アル・ゴア元米国副大統領は環境保

ユダヤ人大量虐殺は無かったとするホ

女手ひとつで息子を育て上げたク

ヴァンサン・カッセル / マリック・ジディ

© 2017 映画「勝手にふるえてろ」製作委員会

にまで発展したドキュメンタリー『不

ロコースト否定論者の著書を批判した

レールの元に、30 年ぶりに継母ベアト
リスが現れた。父を捨てた継母を許

© MOVE MOVIE - STUDIOCANAL - NJJ ENTERTAINMENT

© 2017 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

不都合な真実２

家を追い出されたグロリア。ときを同

家族とそりが合わない専門学生、奔

2/24 - 3/2

2/3 - 2/16

失業して酒に溺れ、ついには彼氏に

平凡な日常に耐えきれずにいる主婦、

2017 / 日本 / 2h05

2018 / アメリカ / 時間未定

ダンシング・ベートーヴェン

会する。しかしまったく異なる人生を

大森南朋/鈴木浩介 / 桐谷健太 / 篠田麻里子

ライアン・クーグラー
チャドウィック・ボーズマン/ルピタ・ニョンゴ

否定と肯定

カミーユと永遠のアトリエ

父の死を機に三兄弟が久しぶりに再

入江悠

2017 / アメリカ / 2h04

＜２つの顔＞を持つマーベル史上最
も謎を秘めた新ヒーロー登場！

放置された地球

にドイツ兵の監視の目が向けられて

ニキ・カーロ

ギレルモ・デル・トロ
サリー・ホーキンス/オクタヴィア・スペンサー

© 2017「火花」製作委員会

ユダヤ人を救った動物園

監督は『おくりびと』の滝田洋二郎。

西村寿行

チャン・ハンユー / 福山雅治 / チー・ウェイ
2017 / 中国 / 1h50

2018 / 日本 / 2h06

© 2017 映画「ラストレシピ

ジョン・ウー

第 75 回ゴールデングローブ賞
監督賞／音楽賞 受賞

武正晴
2018 / 日本 / 1h45

坂本龍一

悪化していき…。原因不明の難病と
闘った女性の手記を、クロエ・グレー
ス・モレッツ迫真の演技で映画化。
ジェラルド・バレット

中井貴一 / 佐々木蔵之介 / 友近 / 森川葵

2/24 - 3/2

されるばかりだが、症状は日増しに

スザンナ・キャハラン

クロエ・グレース・モレッツ / トーマス・マン
2016 / カナダ - アイルランド / 1h29

© KAB America Inc./SKMTDOC, LLC

PERFORMANCE IN NEW YORK：async

2/17 - 3/2

人生フルーツ

© 東海テレビ放送

坂本龍一８年ぶりのオリジナルアルバム

昨年４月の上映後も数多くのリクエス

リリースを記念し、２夜限定で開
「async」
催された幻の NY ライブを収録。世界で

トを頂いていた本作が遂に再上映！
の夫婦が、自分で雑木林を育て、その

ターとなる。
しかし、ある日スタジオで

200 人しか体験できなかった貴重なライ
ブの模様を、5.1ch サラウンドで再現！ピ

自然の恵みを受けながら暮らす、温か

強盗に襲撃されてしまう。九死に一

アノやガラス板など駆使し、本人が感じる

な愛に満ちたドキュメンタリー。現時

の英雄の物語。前作より更にスケー

生を得た彼はノトーリアス・B.I.G.ら

まま演奏したパフォーマンスが響き渡る。

ルアップしたアクション超大作！

ライバルレーベルの犯行を疑うが…。

特別料金：2,500 円均一

点で DVD 化の予定は無いそうですの
で、この機会にお見逃しなく。

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
2017 / インド / 2h21

老建築家の津端修一さんと英子さん

ベニー・ブーム

スティーブン・ノムラ・シブル

伏原健之

ディミートリアス・シップ・Ｊｒ/カット・グレアム

坂本龍一

津端修一 / 津端英子

2017 / アメリカ / 2h19

2017 / アメリカ - 日本 / 1h05

ナレーション：樹木希林

2016 / 日本 / 1h 31

