小学生には助言・指導が必要です

上映中

© 2017「ナミヤ雑貨店の奇蹟」製作委員会

ナミヤ雑貨店の奇蹟
9/30 -

© 2017 映画「亜人」製作委員会 ©桜井画門／講談社

亜人
【亜人】…それは絶対に死なない、

本広克行監督×佐藤健×
『るろうに

姿形は人間と変わらない新人類。

剣心』アクションチームが魅せる亜

研修医の永井圭は交通事故によ

人達のエンドレス･リピート･ バトル！

り亜人と判明し、亜人 VS 国家、
亜人 VS 亜人との戦いに巻き込ま
れてゆく…。
『踊る大捜査線』の

9/30 - 10/13

© NANOHA Reflection PROJECT

本広克行

佐藤健 / 玉山鉄二 / 城田優 / 綾野剛

10/7 - 10/20

© 2016 佐島勤／ KADOKAWA アスキー・メディアワークス刊／
劇場版魔法科高校製作委員会

魔法少女リリカルなのは
Reflection

劇場版 魔法科高校の劣等生
星を呼ぶ少女

死にゆく惑星エルトリアで土地の再

佐島勤の人気小説シリーズ初の劇場

生を研究するフローリアン一家。だが
父が病に倒れ、娘のキリエは希望を

10/28 -

© 河原和音 / 集英社 © 2017 映画「先生！」製作委員会

11/3 -

© 2017 映画「ラストレシピ

麒麟の舌の記憶」製作委員会
2014 田中経一／幻冬舎

©

斉木楠雄のΨ難

先生！

、、、好きになってもいいですか？

ラストレシピ 麒麟の舌の記憶
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

東野圭吾作品史上、最も泣ける感動作

生まれながらにとんでもない超能力
を与えられた高校生・斉木楠雄。一

ちょっと不器用な高校２年の響( ひび
き ) が生まれて初めてした恋。その相

に忍び込んだ幼馴染の青年３人のもと

大イベントである文化祭を無事にやり

手は口ベタだけれど生徒想いな世界

再現する使命をおったのは、どんな味

に、32 年前に書かれた悩み相談の手紙
が届く。彼らは戸惑いながらも、当時の

過ごしたいだけの斉木に災難がふり

史の先生だった―。生田斗真と広瀬

でも再現できる絶対味覚＝麒麟の舌

かかりまくり、地球滅亡の危機 ? ! やっ
かいな恋と友情、そして超能力が吹き

すずを主演に迎え、少女コミックの名

を持つ天才料理人だった。歴史に消

店主に代わり返事を書くことに。隠され

作を実写化！かつて恋に涙したこと

えたレシピ。その最後の一皿に隠さ

た繋がりが明らかになる時、思いもよら

荒れる！笑いが全てを吹き飛ばす、

がある人たちへ贈る、教師と生徒のま

れた壮大な愛とは？
『おくりびと』の

ない感動と衝撃のラストが待ち受ける。

学園エンタテインメント超大作！

ぶしいほど純粋なラブストーリー！

滝田洋二郎監督、待望の最新作。

山田涼介/西田敏行/尾野真千子 /村上虹郎
2017 / 日本 / 2h09

2017 / 日本 / 1h49

© 麻生周一／集英社・2017 映画「斉木楠雄のΨ難」製作委員会

18 歳以上がご覧になれます

が映画化！一軒の廃屋「ナミヤ雑貨店」

廣木隆一『彼女の人生は間違いじゃない』

桜井画門

10/21 -

15 歳以上がご覧になれます

福田雄一

三木孝浩

麻生周一

山崎賢人 / 橋本環奈 / 新井浩文 / 吉沢亮
2017 / 日本 / 1h37

10/14 - 10/27

© 榎宮祐・株式会社 KADOKAWA 刊／ノーゲーム・ノーライフ ゼロ製作委員会

岡田麿里

河原和音

生田斗真 / 広瀬すず / 竜星涼 / 森川葵
2017 / 日本 / 1h53

9/30 - 10/13

Pictures Digital Productions Inc. All rights reserved.
© 2017 Sony
© 2017 TRISTAR PICTURES, INC. ALL RIGHTS RESERVED

10/20 -

滝田洋二郎

田中経一

秋元康

二宮和也/西島秀俊/綾野剛/宮崎あおい / 竹野内豊
2017 / 日本 / 2h06

© 2017 COLDEST CITY, LLC.ALL RIGHTS RESERVED.

アトミック・ブロンド

11/3 -

© Marvel Studios 2017

ノーゲーム・ノーライフ ゼロ

ベイビー・ドライバー

マイティ・ソー バトルロイヤル

14 年に放映され話題を呼んだ「ノゲ
ラ」劇場版が遂に公開！TV 版とは一

日頃から耳鳴りに悩むベイビーは、

潜入・脱出・接近戦を得意とする女

版！魔法師を養成する魔法科高校に

音楽を聴くことで覚醒し天才的なド

スパイ、ロレーン。世界を揺るがす最

の前に突如現われた“ 死の女神 ” ヘ

通う劣等生の司波達也と妹で優等生

転、物語の舞台はゲームの勝敗で全

ライバーに変貌する。闇の組織の運転

高機密を奪還するため、冷戦末期の

ラ。彼女はソーの武器ムジョルニアを
いとも簡単に破壊し、アスガルドへ攻

『マイティ･ソー』
シリーズ第３弾。ソー

求めて遠い惑星「地球」へと旅立った。

の深雪。春休みを迎え別荘で羽を伸

てが決まる≪盤上の世界
（ディスボー

手として働いていたが、恋人の存在を

ベルリンへと潜入する。各国のスパイ

そこでの少女たちとの出会いが、惑星

ばす達也たちの前に、国防海軍基地

ド）
≫が創られる約 6000 年前。滅亡

組織に知られてしまい…。ギアチェン

に狙われ、真実も嘘も、敵も味方もわ

撃を始めた。ヘラの復讐と野望を知っ

の命運を賭けた戦いへ繋がってゆく。

から脱走してきた少女・九亜が現れ、

の危機にあった人間のリーダー・リク

ジ、車の排気音、銃撃音、クラッシュ

からない。果たしてロレーンと世界の

たソーは、盟友ハルク、女戦士ヴァル

前作の劇場版から３ヶ月後を舞台に

ある願いを告げる―。忍び寄る危機

と、機械仕掛けの少女シュヴィとの出

までもが “ 音楽 ”とシンクロするカー

に、再び “ 最強 ”が解放される！

会いから新たな物語が幕を開ける。

チェイス・シーンは必見！

運命は―？ C・セロンが魅せるスタイ
リッシュ ･ スパイアクション !

キリー、そして宿敵ロキと型破りの

描かれる完全新作ストーリー！
浜名孝行

都築真紀

吉田りさこ

田村ゆかり / 水樹奈々 / 植田佳奈 / 戸松遥
2017 / 日本 / 1h46

いしづかあつこ

佐島勤

中村悠一 / 早見沙織 / 内山夕実 / 寺島拓篤
2017 / 日本 / 1h30

9/30 - 10/13

ROLL MEDIA CORPORATION SHANGHAI FILM GROUP CO., LTD.
© 2016 BEIJING SPARKLEBEIJING
GOING ZOOM MEDIA CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

榎宮祐

松岡禎丞/茅野愛衣/日笠陽子 /田村ゆかり
2017 / 日本 / 1h46

10/7 - 10/20

& DASYM ENTERTAINMENT,
© 2015 TALENT INTERNATIONAL FILM CO., LTD. LLC
ALL RIGHTS RESERVED

レイルロード・タイガー

スキップ・トレース

ジャッキー最新作は、普通の男たちが
超重大ミッションに巻き込まれてし

10/7 - 10/20

© 2016 NEXT ENTERTAINMENT WORLD & REDPETER FILM. All Rights Reserved.

エドガー・ライト『ホット・ファズ』
アンセル・エルゴート / リリー・ジェームズ

シャーリーズ・セロン/ジェームズ・マカヴォイ
2017 / アメリカ / 1h55

2017 / アメリカ / 1h53

9/30 - 10/13

デヴィッド・リーチ『デッドプール２』

© This Beautiful Fantastic UK Ltd 2016

チームを組み極限のバトルに挑む！
タイカ・ワイティティ
クリス・ヘムズワース / トム・ヒドルストン
2017 / アメリカ / 時間未定

10/7 - 10/13

© 2017「彼女の人生は間違いじゃない」製作委員会

10/7 - 10/20

CINEMA, SLU; A MONSTER CALLS,
© 2016 APACHES ENTERTAINMENT, SL;AIE;TELECINCO
PELICULAS LA TRINI, SLU.All rights reserved.

新感染 ファイナル・エクスプレス

マイ ビューティフル ガーデン

香港の刑事ベニーはアメリカ人詐欺

韓国アニメに革命を起こした新鋭ヨ

不器用で引っ込み思案のベラは庭を

震災後のいわき市。仮設住宅で父

難病の母と暮らす少年コナーのもと

師のコナーを追って単身ロシアへ乗

ン・サンホ監督の初実写長編作品。

荒れ放題にしていたために、アパート

と暮らすみゆきは市役所に勤める傍

に怪物が現れる。３つの物語を聞かせ

まう痛快鉄道アクション・コメディ！

り込む。逮捕したのも束の間、なぜか

時速 300 ㎞で走り続ける高速鉄道で

の退去を勧告されてしまう。困り果て

ら、週末は東京でデリヘル嬢のアル

る代わりに、真実を語れというのだ。

1941 年、中国。鉄道内で日本軍の物
資を盗み出す“レイルロード・タイガー

様々な組織に追われる羽目に ! 厄介

突如発生した謎のウイルス感染。終着

た彼女に手を差し伸べたのは、隣に

バイトをしている。賠償金をパチンコ

怪物の紡ぐ寓話的で幻想に満ちた

者のコナーに怒り心頭のベニー。相

駅までの２時間、車内でゾンビと化し

住む偏屈な老人だった。庭を愛する

につぎ込む父、震災のインタビュー

物語は、コナーの秘めた衝動を突き

ス”と呼ばれる男たちがいた。しかし

性最悪コンビの大逃亡の行方は !?

た感染者と残された乗客との生死を

ことは、人生を愛すること。ガーデニ

に詰まる同僚。帰る場所も進む未来

動かしてゆく。イギリスの傑作児童

ある日、負傷兵を助けたことから、橋

ジャッキーが 20 年以上温めてきた企

かけた戦いが始まるー。韓国製ノンス

ングの本場イギリスから届いた心温

も見えない者たちが光を求める姿を

文学を『パンズ・ラビリンス』の製作

の爆破計画に挑むことになり…!?

画を
『ダイ
・ハード２』の監督が映画化！

トップ・サバイバルムービー！
！

まるヒューマンドラマ。

描く、福島出身の廣木隆一監督作。

陣が映画化した葛藤と赦しの物語。

ディン・シェン『ポリス・ストーリー レジェンド』

レニー・ハーリン

ジャッキー・チェン/ホアン・ズータオ/池内博之

ジョニー・ノックスビル / ファン・ビンビン

ジャッキー・チェン

ヨン・サンホ

サイモン・アバウド

コン・ユ/チョン・ユミ/マ・ドンソク/キム・スアン

2016 / 中国 / 2h04

2016 / アメリカ - 中国 - 香港 / 1h47

2016 / 韓国 / 1h58

10/14 - 10/20

10/14 - 10/27

10/14 - 10/27

© 2017 島尾ミホ／島尾敏雄／株式会社ユマニテ

© 2016 I Am Wrath Production, Inc.

© 2016 Project Anth LLC All Rights Reserved.

ハイドリヒを撃て！

10/14 - 10/27

© 2014 Crow's Nest Productions

10/14 - 10/27

© 2016 STREET CAT FILM DISTRIBUTION LIMITED ALL RIGHTS RESERVED.

どん底の生活を送るストリート・ミュー

デザイナーの下で働くメアリーは、上

ジシャンのジェームズの前に、怪我を

司にデザインを盗まれた挙句にクビ

した一匹の猫が現れる。ボブと名付け

ハイドリヒが支配するチェコに潜入し

1940 年のベルリン。息子を失い悲し
みに暮れる夫婦は、ヒトラー政権への

になってしまう。しかし世界最高峰の

世話をしてやったことをきっかけに、

た暗 殺部隊のガブチークとクビシュ

怒りを記した葉書を街中に置いた。

「チェルシー・フラワーショー」への

それから２人は相棒に。やがて彼らの

殺人スキルを持った特殊工作員だっ

は、レジスタンスと協力しながら襲撃

実話を基に、イデオロギーとは無縁の

出場権を勝ち取り夢へと一歩前進！

動向は世間の注目を集めるようにな

たのだ―！トラボルタがリベンジの鬼

の機 会を窺うが…。壮 絶な事 件の

平凡な市民による孤独な闘いを、静

ライバルは元上司とチャールズ皇太

り…。心温まる実話の映画化。ボブは

顛末を活写した史実サスペンス。

かな畏敬の念を込めて映し出す。

子 ? ! 雑草魂で金メダルを目指す！

本人（猫）が演じている。

主導するナチス第３の実力者ラインハ

朔中尉と出会う。子供たちに慕われ、

がる悪徳警官によって事件はもみ消

ルト・ハイドリヒの暗殺が計画される。

軍歌より島唄を歌いたがる朔に惹か

されてしまう。怒れるスタンリーは自ら

れていくトエ。
しかし朔に出撃の日が

復讐に乗り出す。彼はかつて無敵の

やってきて…。
「死の棘」で知られる
作家夫婦、島尾敏雄・ミホの小説を
原作とした鮮烈な恋の物語。

と化す本格クライムアクション !!
チャック・ラッセル
ジョン・トラボルタ / クリストファー・メローニ

10/21 - 10/27

「ナチの野獣」暗殺作戦

ショーン・エリス

2016 / アメリカ / 1h31

© 2016 Dear Rivers, LLC

Master Movie / Alone in Berlin Ltd /
© X Filme Creative Pool GmbH /Pathe
Production / Buffalo Films 2016

2016 / アメリカ - スペイン / 1h49

自分の庭で世界を変えたい！と有名

第２次大戦下、ユダヤ人大量虐殺を

妻を強盗に殺され、
しかも裏社会と繋

10/21 - 10/27

10/28 - 11/3

パトリック・ネス

ルイス・マクドゥーガル / シガニー・ウィーバー

息子も殺されるだろう」
。戦勝に湧く

自動車修理工のスタンリーは最愛の

2017 / 日本 / 2h35

2017 / 日本 / 1h59

J・A・バヨナ

「総統は私の息子を殺した。あなたの

昭和 19 年、奄美。教員のトエは新た
に駐屯してきた海軍特攻艇の隊長・

満島ひかり / 永山絢斗 / 井之脇海

2016 / イギリス / 1h32

加藤正人

瀧内公美/光石研 /高良健吾/柄本時生/篠原篤

フラワーショウ！

リベンジ・リスト

島尾ミホ / 島尾敏雄

廣木隆一

ジェシカ・ブラウン・フィンドレイ/トム・ウィルキンソン

怪物はささやく

ボブという名の猫

海辺の生と死

越川道夫

彼女の人生は間違いじゃない

キリアン・マーフィ / ジェイミー・ドーナン
2016 /チェコ-イギリス-フランス/ 2h00

© American Zoetrope，2016

10/21 - 10/27

© 2015 MANDARIN CINEMA AEROPLAN FILM / ANNA WLOCH

ヒトラーへの285枚の葉書

ヴィヴィアン・デ・コルシィ

ヴァンサン・ペレーズ
エマ・トンプソン / ブレンダン・グリーソン
2016 / ドイツ - フランス - イギリス / 1h43

10/28 - 11/3

© 2016「幼な子われらに生まれ」製作委員会

エマ・グリーンウェル / トム・ヒューズ
2014 / アイルランド / 1h40

10/28 - 11/10

TWENTY VISION FILMPRODUKTION © 2015 SBS PRODUCTIONS - SBS FILMS- TWENTY
FRANCE 2 CINEMA - ENTRE CHIEN ET LOUP

幸せのハイタッチ

ロジャー・スポティスウッド
ルーク・トレッダウェイ/ ジョアンヌ・フロガット/ ボブ（猫）
2016 / イギリス / 1h43

11/4 - 11/17

© 2016 Inkjet Inc. All Rights Reserved.

ギフト 僕がきみに残せるもの

ボンジュール、アン

夜明けの祈り

幼な子われらに生まれ

エル ELLE

パターソン

難病 ALS を発症したアメフトの元ス
ター選手スティーヴ・グリーソン。限

夫の仕事仲間とともにカンヌからパ

1945 年のポーランドで、ソ連兵の暴
行を受けて身ごもった修道女たちが

バツイチ子持ちで再婚した田中信。妻

自宅で覆面の男に襲われたミシェル。

ニュージャージー州パターソンで妻、

リへと向かうことになった映画プロ

の二人の連れ子とも仲良くやろうと努

警察を頼らず自分で犯人を捜し始め

愛犬と平穏に暮らすパターソン。路

られた時間の中、生まれてくる子供に

デューサーの妻アン。美味しい食事

いた。赤十字で働く女医マチルドは

力していたが、妻の妊娠を機に長女が

るが、周囲の男たち全員が疑わしく

線バスの運転手で詩人でもある彼の

何を残せるのか？自問自答の末、彼は

や美しい景色、機知に富んだ会話を

激務の合間を縫って修道院へ通い、彼

本当の父親に会いたいと言い出し…。

見えてきて…。事件の真相は？そし

何気ない日常を通して、ジャームッ

我が子に贈るビデオダイアリーを撮

味わううち、生きることの喜びを取り

女たちの希望となってゆく。信仰は、

重松清原作×荒井晴彦脚本×『繕い

て次第に明らかになるミシェルの恐

シュは日々の美しさや、小さな幸せ

り始める―。グリーソン自らが４年に

戻してゆく…。Ｆ・Ｆ・コッポラの妻エ

医療は、人を救済することができるの

裁つ人』の三島有紀子監督が描く、血

るべき本性とは !? 怪作の巨匠ヴァー

を見事に切り取ってみせる。
『ミステ

わたって撮影した映像を中心に構成

レノアが実体験をもとに 80 歳にして

か。確固たる信念のもと人道を貫いた

の繋がりを超えた家族の姿を模索する

ホーヴェンとイザベル・ユペールが放

リー・トレイン』以来 27 年ぶりとなる

した「家族」のドキュメンタリー。

監督デビューを果たした人間ドラマ。

フランス人医師の真実の物語。

大人たちのアンサンブルムービー。

つ、危険すぎる官能サイコスリラー !!

永瀬正敏の出演も、たまらなく粋だ。

クレイ・トゥイール
スティーヴ・グリーソン/ミシェル・ヴァリスコ
2016 / アメリカ / 1h51

エレノア・コッポラ
ダイアン・レイン / アルノー・ヴィアール
2016 / アメリカ / 1h32

アンヌ・フォンテーヌ
ルー・ドゥ・ラージュ / アガタ・ブゼク
2016 / フランス - ポーランド / 1h55

三島有紀子『しあわせのパン』

重松清

浅野忠信/田中麗奈/宮藤官九郎/寺島しのぶ
2017 / 日本 / 2h07

ポール・ヴァーホーヴェン
イザベル・ユペール / ロラン・ラフィット
2016 / フランス-ドイツ-ベルギー / 2h11

ジム・ジャームッシュ
アダム・ドライバー/ゴルシフテ・ファラハニ /永瀬正敏
2016 / アメリカ / 1h58

