小学生には助言・指導が必要です

3/1 -

© 藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2019

映画ドラえもん のび太の月面探査記

上映中

© “SAMURAI MARATHON 1855”FILM Partners

サムライマラソン

15 歳以上がご覧になれます

3/29 -

18 歳以上がご覧になれます

© 2019 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

ダンボ

月面探査機が捉えた白い影が大

謎の宇 宙 船がみんなの前に現れ

ペリー来航の報を受け、安中藩

足が幕府の怒りを買ってしまい…？

サーカス団で働くホルトの子供

を救うため、大きな決断をして…。

ニュースとなり、のび太たちはひ

て…。直 木 賞 作 家・ 辻 村 深月の

では鍛錬のため 15 里の遠足（と

行きは遠足帰りは戦！史実に基づ

たちは、耳が大きな赤ちゃん象

ディズニー屈指の人気キャラ「ダン

みつ道具を使って月の裏側にウ

脚本で描くSF 冒険ファンタジー！

おあし）を実施することに。勝者

く幕末エンターテインメント！

ダンボが空を飛ぶのを目撃する。

ボ」の愛と勇気の物語。

サギ王国を作ることに。転校生
のルカや不思議な子どもたちと
出会いすっかり仲良くなるが、

上映中

© 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation

八鍬新之介

辻村深月

藤子・F・不二雄

水田わさび / 大原めぐみ / かかずゆみ / 広瀬アリス
2019 / 日本 / 1h51

上映中

© 2019 IRH Press

への褒美は思うがまま。各々が
様々な思いを込めて走り出す。
しかし何を間違えたのかこの遠

上映中 - 3/7

© 2018 Sony Pictures Digital Productions Inc. All rights reserved.

バーナード・ローズ

土橋章宏

佐藤健 / 小松菜奈 / 森山未來 / 竹中直人
2019 / 日本 / 1h44

3/1 - 3/7

© 2018 WH Films Ltd

しかしそこに目を付けた経営者
は金儲けのためダンボと母親を
引き離してしまう。ダンボは母親

3/1 - 3/14

© 2019「映画刀剣乱舞」製作委員会 © 2015-2019 DMM GAMES/Nitroplus

ティム・バートン
コリン・ファレル / エヴァ・グリーン
2019 / アメリカ / 2h10 予定

3/8 - 3/21

© 2018「そらのレストラン」製作委員会

蜘蛛の巣を払う女

ホイットニー

高校３年の優一のクラスに転校生の

スウェーデンの傑作小説「ミレニア

圧倒的な歌唱力を備え、ポップス史

信長を逃がし歴史を変える敵の計画

北海道せたな町で酪農を営む亘理

風花がやってきた。それから不思議な

ム」のハリウッドリメイク第 二 弾。

上に燦然と輝く巨星ホイットニー・

を阻止した刀剣男子たち。しかし帰

は、自然に寄り添った食を追求する

アリータ バトル・エンジェル

僕の彼女は魔法使い

300 年前に失われたはずの最終兵
器であるサイボーグの少女・アリー

オールウェイズ・ラヴ・ユー

映画 刀剣乱舞

そらのレストラン

タ。
そんな彼女を破壊するために次々

出来事が頻発する。それもそのはず、

天才ハッカーのリスベットは核攻撃

ヒューストン。48 歳の若さで不慮の死

還した彼らに届いたのは「信長生存」

仲間たちと助け合いながら暮らして

と殺人サイボーグが送り込まれ…。

風花は世界で最後の白魔術師だっ

プログラムの奪回を依頼される。や

を遂げた彼女に何があったのか？膨

の一報だった。その真偽を探るため、

いる。あるとき、有名シェフに食材を

ジェームズ・キャメロンが長年映画

たのだ。徐々に惹かれていく優一だっ

がて 16 年 前に別れた双 子の姉 妹

大な映像記録を丹念にリサーチし、

彼らは再び過去へと出陣する。様々

激賞され、一日限定のレストランを

化を夢見てきた日本発の伝説的 SF

たが、ある事件をきっかけに彼女は

の存在に辿りつくが…。監督、キャ

初公開となるホームビデオやアーカ

なジャンルで絶大な人気を誇る刀剣

開くことを思いつくが…。心温まる視

コミック「銃夢（ガンム）」がハリウッ

姿を消してしまい…。時空を超えた白

ストを一新し、リスベットの忌まわ

イブ映像、近親者の証言を紡ぎ合わ

乱舞が初の実写映画化！彼らの勇

点で「地域と人と食」を描く、大泉洋

ド・アクション大作として登場！

魔術と黒魔術の戦いが迫っていた！

しい記憶と残酷な過去を炙り出す。

せ、
その素顔に迫るドキュメンタリー。

姿を見届けるため、
劇場へ出陣せよ！

主演の北海道映画シリーズ第三弾。

ロバート・ロドリゲス

ジェームズ・キャメロン

ローサ・サラザール / クリストフ・ヴァルツ
2019 / アメリカ / 2h02

3/8 - 3/21

HERNANDEZ y FERNANDEZ Producciones cinematograficas S.L., TORNASOL FILMS, S.A RESCATE
© 2016PRODUCCIONES
A.I.E., ZAMPA AUDIOVISUAL, S.L., HADDOCK FILMS, PATAGONIK FILM GROUP S.A.

清田英樹

大川隆法

フェデ・アルバレス

千眼美子/梅崎快人/春宮みずき /不破万作
2019 / 日本 / 時間未定

3/8 - 3/21

ダヴィド・ラーゲルクランツ

クレア・フォイ / スベリル・グドナソン
2018 / イギリス - ドイツ他 / 1h55

© 2018 PinehouseFilm Co., Ltd. All Rights Reserved

3/15 - 3/28

SA / Parallel (Storm) Limited
© Parallel Films (Storm) Limited / Juliette Films/ The
British Film Institute 2017

ケヴィン・マクドナルド

耶雲哉治

ホイットニー・ヒューストン/シシー・ヒューストン

鈴木拡樹 / 八嶋智人 / 山本耕史 / 荒牧慶彦

小林靖子

2019 / 日本 / 1h41

2018 / イギリス / 2h00

近日上映予定

© 2019 プロジェクトラブライブ！サンシャイン !! ムービー

ラブライブ！サンシャイン !!

深川栄洋
大泉洋/本上まなみ/岡田将生/マキタスポーツ
2018 / 日本 / 2h06

近日上映予定

© TYPE-MOON・ufotable・FSNPC © TYPE-MOON

劇場版「Fate/stay night [ Heaven's Feel]」
II. lost butterfly

4/5 - 4/18

© SUNRISE ／ PROJECT L-GEASS Character Design © 2006-2018 CLAMP・ST

コードギアス
復活のルルーシュ

家（うち）へ帰ろう

バーニング 劇場版

ブエノスアイレスに暮らす 88 歳の仕

村上春樹の「納屋を焼く」を韓国の巨

ゴシック小説の古典「フランケンシュ

統廃合される浦の星女学院でアイドル

魔術師と英霊が争う
「聖杯戦争」を描

『コードギアス』完全新作劇場版！光

立て屋アブラハムは、単身ポーラン

匠イ・チャンドン監督が大胆に脚色し

タイン」の作者メアリー・シェリー

グループ「Aqours」を結成し、成長し

いた『Fate/SN』最終章の映画化第２

和２年。突如ナナリーとスザクが連れ

ドへ向かう旅に出る。目的は第二次

た、
３人の男女が織り成す究極のミステ

の伝記ドラマ。なぜメアリーは 18 歳

てきた少女たち。最後の
「ラブライブ！」

作で、物語の分岐点となる最重要エピ

去られた。かつてブリタニアを破った

大戦中にナチスドイツから匿ってく

リー。伏線に次ぐ伏線、現実と幻像が

にして “ 愛を乞う孤独な怪物 ” を生

で優勝を果たした後を描く劇場版最

ソード。謎の影が町を蠢き、衛宮士郎は

無敵の王国・ジルクスタンに潜入し

れた親友に最後のスーツを手渡す

入り混じったような映像が観る者の心

み出したのか。そこには数々の悲劇

新作。目指した輝きのその先で、彼女

傷つき英霊セイバーを失うが、自分の信

たカレン、ロイド、咲世子は謎のギア

こと。ドイツを通過することを拒み四

を鷲掴みにする。
そして原作にはない衝

に見舞われたメアリーの深い哀しみ

たちが辿り着いた答えとは？新しい

念と大切な人を守るために戦い続ける。

スユーザーに襲われる。その場に居

苦八苦するが、道中で出会う女性た

撃のラストは、
あなたの想像を絶する。

があった―。エル・ファニングがメ

一歩を踏み出す全ての人に贈る、ライ

しかし、その誓いは魔術師の宿命に捕ら

アリーを儚く美しく、痛切に演じる。

ブエンターテインメント・ムービー ! !

われ、
黒い影に塗りつぶされていく…。

た C.C. 、そして王宮の思惑とは？明
日を取り戻すため、伝説が復活する！

ちに助けられ、心を解放させてゆく。
パブロ・ソラルス
ミゲル・アンヘル・ソラ / アンヘラ・モリーナ
2017 / スペイン - アルゼンチン / 1h33

3/22 - 3/28

© MCMLXXVII by FILM PROPERTIES INTERNATIONAL N.V. All rights reserved

第 71 回カンヌ国際映画祭
国際批評家連盟賞／バルカン賞 受賞
イ・チャンドン

村上春樹

ユ・アイン/スティーブン・ユァン/チョン・ジョンソ
2018 / 韓国 / 2h28

3/22 - 4/4

メアリーの総て

The School Idol Movie Over the Rainbow

ハイファ・アル＝マンスール
エル・ファニング / ダグラス・ブース
2017 /イギリス-ルクセンブルク-アメリカ/ 2h01

© Universal Pictures All rights reserved.

恐怖の報酬 オリジナル完全版

ミスター・ガラス

南米の油田で大火災が発生。消火に
必要なニトログリセリンはわずかな
衝撃を受けただけで大爆発を起こす

3/22 - 4/4

© META FILM LONDON LIMITED 2017

酒井和男

矢立肇

須藤友徳

伊波杏樹/逢田梨香子/諏訪ななか/小宮有紗
2019 / 日本 / 1h40

3/29 - 4/11

奈須きのこ / TYPE-MOON

杉山紀彰 / 下屋則子 / 神谷浩史 / 川澄綾子

CLAMP

ゆかな / 櫻井孝宏 / 名塚佳織 / 村瀬歩
2019 / 日本 / 1h52

2019 / 日本 / 1h58

© 2018 Twentieth Century Fox

谷口悟朗

3/29 - 4/11

3/29 - 4/4

©『洗骨』製作委員会

天才作家の妻 40 年目の真実

女王陛下のお気に入り

フロントランナー

洗骨（せんこつ）

ある施設に特殊能力を持つ３人の

世界的作家の夫と、彼を献身的に支えてき
た妻。
だが夫のノーベル文学賞受賞を機に、

18 世紀初頭。英王室では病身な女王ア
ンの幼馴染サラが絶大な権力を振るっ

1988 年、米国大統領選挙。最有力候
補＝フロントランナーとして躍り出

酒浸りの父、苦労人の長男、訳あり

男が集められた。彼らの共通点は、
自分が人間を超える存在だと信じて

妻は心の奥底に溜め込んだ複雑な感情を

ていた。そんな時、没落貴族のアビゲイル

たゲイリー・ハート上院議員は、ケネ

をひとつにしてくれたのは、骨になっ

危険物だが、報酬目当ての男４人が

いること。精神科医のステイプルは

抑えられなくなってゆく。繊細な演技で、夫

が召使いとして雇われることに。徐々に

ディの再来と呼ばれ国民の期待を背

た母だった―。風葬したのち数年後

命懸けでニトロ運搬に挑むことにな

すべて彼らの妄想であることを証明

婦の歴史と女の人生を浮き彫りにするグレ

信任を得ていくアビゲイルだったが…。

負っていた。しかしそんな時に出され

に死者の骨を洗う「洗骨」という沖

妊娠中の長女。バラバラだった家族

り…。
『エクソシスト』などの名匠フ

しようとするが…。シャマラン節全開

ン・クローズが圧巻。男女の心の機微をスリ

豪華絢爛な王室を舞台に、女たちの思

た 1 つの報道により彼は輝かしい未

縄離島の風習をテーマに、ガレッジ

リードキンが最高傑作と自認する超大

の『アンブレイカブル』
『スプリット』

リングに炙り出し人生の本質に迫る。第 91

惑と愛憎が乱れ合う宮廷絵巻。第 91回

来を失ってしまう。裏切ったのはマス

セールのゴリこと照屋年之監督が

作サスペンス。完全版は日本初公開！

の後日譚。復習してから臨むべし！

回アカデミー賞・主演女優賞ノミネート。

アカデミー賞・作品賞他ノミネート。

コミか？国民か？それとも彼自身か？

家族の絆をユーモアたっぷりに描く。

ウィリアム・フリードキン
ロイ・シャイダー / ブルーノ・クレメル
1977 / アメリカ / 2h01

3/29 - 4/11

© 北条司／ NSP・「2019 劇場版シティーハンター」製作委員会
劇場版 シティーハンター
新宿プライベート・アイズ

M・ナイト・シャマラン
ブルース・ウィリス/サミュエル・L・ジャクソン
2019 / アメリカ / 2h09

3/29 - 4/11

ヨルゴス・ランティモス

ビョルン・ルンゲ
グレン・クローズ / ジョナサン・プライス
2017 /スウェーデン - アメリカ - イギリス/ 1h41

© サイコパス製作委員会

4/5 - 4/18

© サイコパス製作委員会

PSYCHO - PASS サイコパス

PSYCHO - PASS サイコパス

Sinners of the System Case.1「罪と罰」

Sinners of the System Case.２「First Guardian」

オリビア・コールマン / エマ・ストーン
2018 / アイルランド-イギリス-アメリカ/ 2h00

4/5 - 4/18

© カルロ・ゼン・KADOKAWA 刊／幼女戦記製作委員会

劇場版

幼女戦記

ヒュー・ジャックマン / Ｊ.Ｋ. シモンズ
2018 / アメリカ / 1h53

4/5 - 4/18

© Zhao Wei Films/Wild Orange Artists

家族のレシピ

照屋年之
奥田瑛二 / 筒井道隆 / 水崎綾女
2018 / 日本 / 1h51

4/5 - 4/18

© 2018「ねことじいちゃん」製作委員会

ねことじいちゃん

原作発行部数 5,000 万部超 ! あの
「シ
ティーハンター」が、アニメ放送 30 周

公 安局に一 台の暴 走 車 両が突 入

『PSYCHO-PASS』シリーズ第二弾。

する事 件が発 生。しかし取 調べ直

年記念として復活 !! 新宿を舞台に様々
な依頼を受け、法で裁けぬ悪と闘う冴

前に容 疑 者の即 時 送 還が決 定す

2112 年、沖縄。国防軍所属の須郷
徹平は、優秀なパイロットとして軍

デグレチャフ少佐率いる第二〇三航

足跡をたどる。
板前だった若き日の父

や猫たちと穏やかな日々を過ごして

る。疑 問を抱きながらも監 視 官・

事作戦に参加していた。３カ月後、

空魔導大隊は、共和国軍残党との戦

と、町の食堂の娘だったシンガポー

いた。
しかし親しい友の死や自らの体

羽獠。超一流の射撃の腕をもつ裏社

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・

ジェイソン・ライトマン

実家の高崎でラーメン屋を営む青年

生まれ育った小さな島で、飼い猫のタ

がシンガポールに渡り、亡き両親の

マと２人暮らしの大吉は、多くの友人

霜月と執行官・宜野座は潜在犯隔

東京の国防省が武装ドローンに襲

いに勝利。その頃、連邦内部に多国

ル人の母を結びつけた肉骨茶（バク

調不良など、少しずつ変化が訪れは

会 No.1 の始末屋で、無類の女好き。

離施設＜サンクチュアリ＞へ向かう

撃される事件が発生。須郷は捜査

籍義勇軍が足を踏み入れる。彼らの中

テー）はどんな味だったのか。斎藤工

じめ…。世界的な動物写真家・岩合

相棒の槇村香との活躍を時にハード

が …。
『 PSYCHO-PASS 』シリー
ズ、スピンオフ第一弾！

のため国防軍基地を訪れた刑事の

に、父を殺した帝国に対する正義を

の主演で、庶民のソウルフードが繋

光昭が、猫と人の人（猫）生をひたす

征陸智己と共に事件の真相を追う。

求める、メアリー・スー准尉がいた…。

ぐ家族の絆を描いた珠玉のドラマ。

らにやさしい目線で描き撮った傑作。

ボイルドに、時にコミカルに描く。
こだま兼嗣

北条司

神谷明 / 伊倉一恵 / 一龍斎春水 / 玄田哲章
2019 / 日本 / 1h35

塩谷直義

シリーズ原案：虚淵玄

野島健児 / 佐倉綾音 / 弓場沙織 / 平井祥恵
2019 / 日本 / 0h59

塩谷直義

シリーズ原案：虚淵玄

東地宏樹/有本欽隆/浅野真澄/てらそままさき
2019 / 日本 / 1h00

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

エリック・クー

岩合光昭

斎藤工/マーク・リー/ジネット・アウ/松田聖子

立川志の輔 / 柴咲コウ / 柄本佑 / 小林薫

2018 / シンガポール - 日本 - フランス / 1h29

ねこまき

2019 / 日本 / 1h43

