


料金 ¥

A

B

C

1800
（1500）

（）内は会員料金

1500
（1200）

1100

一般 大学生
専門学生

シニア
（60歳以上）

1700
（1400）

1400
（1100）

1500
（1200）

1200
（1100）

・高校生以下・障害者は 1000 円
・メンバーズクラブ（年会費2000円）は、
  当日より会員価格が適用されます。
  ぜひご入会ください。

近隣劇場
LINE UP

● 
　中区伊勢佐木町 2-8-1
 

2018年6月1日、
閉館されました。

●
　中区長者町 6-95
　(045-341-3180）
 

▼ 上映中～ 『ポップ・アイ』『マガディーラ 勇者転生』
　　　　　  『バーフバリ 王の凱旋（完全版）』ほか
▼ 9/1（土）～ 『こども食堂にて』『静寂を求めて』ほか

横浜シネマリン 横浜ニューテアトル

もっと豊かに生きるヒントと夢が詰まった人生賛歌

輝ける人生

「ニューヨーク 眺めのいい部屋売ります」の監
督による人生賛歌。順風満帆の人生を送って
いたサンドラは、35年寄り添った夫の浮気現場
を目撃、傷心のまま姉の家に転がり込むが…。
[監] リチャード・ロンクレイン
[出] イメルダ・スタウントン、ティモシー・スポール
[2017年/イギリス/114分/アルバトロス・フィルム/DCP]

¥ AFinding Your Feet

(C)Finding Your Feet Limited 2017

9/22（土）～ 
10/5（金） 

残酷な誤報が家族の運命を翻弄するー

運命は踊る

監督が実体験に基づき、不条理な運命を描い
たヴェネチア国際映画祭審査員グランプリ受賞
作。軍人の息子の戦死の報せを受けた夫婦。や
がて、それが誤報であることが分かるが…。
[監] サミュエル・マオス
[出] リオル・アシュケナージ、サラ・アドラー、ヨナタン・シライ
[2017年/イスラエル他/113分/ビターズ・エンド/DCP]

¥ AFoxtrot

(C)Pola Pandora - Spiro Films - A.S.A.P. Films - Knm - Arte France Cinema ‒ 2017

9/29（土）～  
終了未定 

(C)2017 Lions Gate Films Inc. and Participant Media, LLC and Walden Media, LLC. All Rights Reserved.

全世界 800 万部突破のベストセラーが映画化

ワンダー 君は太陽

『ウォールフラワー』の監督による人間ドラマ。遺
伝子の疾患で人とは異なる顔で生まれた少年が、
小学5年生で初めて学校へ通い、さまざまな困難
に立ち向かいながらも成長していく姿を描く。
[監] スティーブン・チョボウスキー
[出] ジュリア・ロバーツ、ジェイコブ・トレンブレイ
[2017年/アメリカ/113分/キノフィルムズ/DCP]

¥ AWonder

10/6（土）～ 
10/19（金） 

音声ガイド付き上映
・ 10/7（日） 開催予定（作品・時間　近日決定） 料金 : 1000 円（しょうがい者＋付添１名）
・ 「カメラを止めるな！」「太陽の塔」はスマホ等のアプリ「UDCast」を利用して、
　どの回でも音声ガイドが再生できます。（字幕対応もあり）

エロスの殿堂 新章開花。支配するのは男か女かー

ご主人様と呼ばせてください
私の奴隷になりなさい・第2章＜R18+＞

壇蜜主演「私の奴隷になりなさい」の続編。目
黒はある日、妖艶な人妻・明乃を強引に口説き
関係を持つ。積極的になっていく明乃にのめり
込む目黒の前に、明乃の夫・瀬尾が現れ…。
[監] 城定秀夫
[出] 毎熊克哉、行平あい佳、百合沙、三浦誠己
[2018年/日本/103分/KADOKAWA/DCP]

¥ A

9/29（土）～ 
10/12（金） 

(C)KADOKAWA 2018

連続公開の第 3章！ 悦楽の果て、男も女も隷属する

おまえ次第
私の奴隷になりなさい・第3章＜R18+＞

シリーズ第3弾。“ご主人様”となって何人もの奴
隷を飼う目黒はある日、調教願望を刺激する女
性、繭子と出会う。目黒の調教を受けた繭子は、
外見も内面も、女として研ぎ澄まされていくが…。
[監] 城定秀夫
[出] 毎熊克哉、杉山未央、百合沙、行平あい佳、池田良
[2018年/日本/103分/KADOKAWA/DCP]

¥ A

10/13（土）～  
終了未定 

(C)KADOKAWA 2018

アジア各国でタイ映画史上歴代No.1 大ヒット！

バッド・ジーニアス
危険な天才たち

高校生のカンニングをスタイリッシュに描くタイ発
クライム・エンタテインメント。天才的頭脳を持つ
女子高生リン。カンニングで友人を救うと、その
彼氏からカンニングで金儲けを持ちかけられる。
[監] ナタウット・プーンピリヤ
[出] チュティモン・ジョンジャ、ルーンスックジン
[2017年/タイ/130分/マクザム,ザジフィルムズ/DCP]

¥ A

10/13（土）～  
終了未定 

(C)GDH 559 CO., LTD. All rights reserved.

白石和彌が、故・若松孝二の若き日を映し出す

止められるか、俺たちを

若松孝二の若き日を映し出す青春群像劇。1969
年、21歳で若松プロの門を叩き、助監督として
奔走した吉積めぐみの目を通じ、映画や政治、
恋、なにもかもが危うくきらめいていた時を綴る。
[監] 白石和彌
[出] 門脇麦、井浦新、山本浩司、岡部尚、大西信満
[2018年/日本/119分/若松プロダクション,スコーレ/DCP]

¥ A

10/13（土）～  
終了未定 

(C)2018 若松プロダクション

大切な人がいなくなる。その時どう生きる─？

きらきら眼鏡

恋人の死を乗り越えられずにいる明海は、一冊の
古本がきっかけでいつも前向きなあかねと出会う。
見たものを輝かせる“きらきら眼鏡”を掛けている
というあかねだが、彼女も辛い現実を抱えていた。
[監] 犬童一利
[出] 金井浩人、池脇千鶴、古畑星夏、杉野遥亮、片山萌美
[2018年/日本/121分/S・D・P/DCP]

¥ A

9/29（土）～ 
10/19（金） 

(C)森沢明夫／双葉社 (C)2018「きらきら眼鏡」製作委員会

奥田英朗の原作を野村周平主演で映画化!

純平、考え直せ

直木賞作家・奥田英朗の同名小説を映画化。
一人前の男になることを夢見る歌舞伎町のチン
ピラ・純平が、鉄砲玉を命じられ、偶然出会った
OLの加奈と行動を共にする3日間を映し出す。
[監] 森岡利行
[出] 野村周平、柳ゆり菜、毎熊克哉、岡山天音、佐野岳
[2018年/日本/95分/アークエンタテインメント/DCP]

¥ A

9/22（土）～ 
10/12（金） 

(C)2018「純平、考え直せ」フィルムパートナーズ

目の不自由な方も、映画を一緒に楽しめる上映

(C)PaalAudestad/Motlys

少女の中の“願い（タブー）”が目を醒ます

テルマ

鬼才ラース・フォン・トリアーの甥、ヨアキム・トリ
アー監督が手がけたホラー。厳格な家庭で育てら
れた少女テルマ。親元を離れて青春を謳歌し始
めるが、不可解な発作に襲われるようになり…。
[監] ヨアキム・トリアー
[出] エイリ・ハーボー、カヤ・ウィルキンス、ヘンリク・ラファエルソン
[2017年/ノルウェー他/116分/ギャガ・プラス/DCP]

¥ AThelma

10/20（土）～
終了未定 

(C)2017 Breathe Films Limited, British Broadcasting Corporation and The British Film Institute. All Rights Reserved

人工呼吸器と共に生きた男と家族の奇跡の実話

ブレス しあわせの呼吸

『ブリジット・ジョーンズの日記』のプロデュー
サーが、自身の両親の物語を映画化した人間
ドラマ。28歳で首から下が全身マヒとなり、余
命数か月を宣告された男と家族の物語を綴る。
[監] アンディ・サーキス
[出] アンドリュー・ガーフィールド、クレア・フォイ
[2017年/イギリス/118分/KADOKAWA/DCP]

¥ ABreathe

9/29（土）～ 
10/19（金） 

(C)2015, SUMMER 1993

幼き心が生と死に触れる特別な夏を瑞 し々く描く

悲しみに、こんにちは

監督が自身の幼少期の体験を元にして、世界
中で高評価を受けたドラマ。病気で両親を亡く
した少女フリダは、田舎で自給自足の生活を送
る若い叔父夫婦の下で暮らすことになるが…。
[監] カルラ・シモン
[出] ライア・アルティガス、パウラ・ロブレス、ブルーナ・クッシ
[2017年/スペイン/100分/太秦、gnome/DCP]

¥ AEstiu 1993

9/22（土）～ 
10/5（金） 

(C)2017 MITICO - MAIN JOURNEY - GAUMONT - FRANCE 3 CINEMA - AFPI -
 PANACHE -PRODUCTIONS - LA CIE CINEMATOGRAPHIQUE - DEATH OF STALIN THE FILM LTD

世界各国でヒット中の黒い実話に基づく問題作

スターリンの葬送狂騒曲

1953年に急死したソビエト連邦の最高権力者に
して独裁者のスターリン。その国葬の準備の傍
ら、最高権力者の座を巡る男たちの駆け引きの行
方を描く、実話を基にしたブラック・コメディ。
[監] アーマンド・イアヌッチ
[出] スティーブ・ブシェーミ、サイモン・ラッセル・ビール
[2017年/イギリス/107分/ギャガ/DCP]

¥ AThe Death of Stalin

9/15（土）～ 
9/28（金） 

年の差 54 歳の２人、フランスの田舎町の旅

顔たち、ところどころ

女性監督のアニエス・ヴァルダと、ストリートアー
ティストJR（ジェイアール）の2人がフランスの田舎
を旅しながら、市井の人々と作品を一緒に作って
いくロード・ムービースタイルのドキュメンタリー。
[監] アニエス・バルダ、JR
[出] アニエス・バルダ、JR
[2017年/フランス/83分/アップリンク/DCP]

¥ AVisages Villages

9/15（土）～ 
10/12（金） 

(C)Agnes Varda-JR-Cine-Tamaris, Social Animals 2016

人間の尊厳をかけた一歩に世界が震えた感動作

判決、ふたつの希望

キリスト教徒であるレバノン人男性とパレスチナ
難民の男性との口論が裁判沙汰となり、全国的
な事件へと発展していく様を描き、第90回アカデ
ミー賞で外国語映画賞にノミネートされたドラマ。
[監] ジアド・ドゥエイリ
[出] アデル・カラム、カメル・エル・バシャ、リタ・ハーエク
[2017年/レバノン、フランス/113分/ロングライド/DCP]

¥ AL'insulte

10/6（土）～  
終了未定 

(C)2017 TESSALIT PRODUCTIONS - ROUGE INTERNATIONAL - EZEKIEL FILMS - SCOPE PICTURES - DOURI FILMS
PHOTO (C) TESSALIT PRODUCTIONS - ROUGE INTERNATIONAL

受刑者の心の救済につとめ、改心できるよう導く人

教誨師

2018年に急逝した大杉蓮が初プロデュースし
た最後の主演作。大杉蓮が演じる6人の死刑
囚と面会する教誨師の佐伯は、彼らに寄り添い
ながらも葛藤し、自らの人生と向き合っていく。
[監] 佐向大 
[出] 大杉漣、玉置玲央、烏丸せつこ、五頭岳夫、小川登
[2018年/日本/114分/コピアポア・フィルム他/DCP]

¥ A

10/6（土）～  
終了未定 

(C)「教誨師」members

(C)2017 MG's Game, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

栄光を手にした実在の人物の知られざる裏側

モリーズ・ゲーム

トップアスリートがセレブが集う高額ポーカー
ルームの経営者に転身した。実在の女性モ
リー・ブルームが自らの波乱の日々をつづった
回顧録を映画化したスキャンダラスなドラマ。
[監] アーロン・ソーキン
[出] ジェシカ・チャステイン、イドリス・エルバ、ケビン・コスナー
[2017年/アメリカ/140分/キノフィルムズ/DCP]

¥ AMolly's Game

9/22（土）～ 
9/28（金） 

１週
限定

(C)チームオクヤマ／太秦

忠誠心が真実を隠蔽し、道徳心が真実を告発した

サムライと愚か者
オリンパス事件の全貌

損失隠しと不透明な企業買収工作が明るみに
なったオリンパス事件の内幕に迫るドキュメンタ
リー。不当解雇された英国人元社長の体験談や
インタビューを交え、全貌を浮かび上がらせる。
[監] 山本兵衛
[出] マイケル・ウッドフォー、山口義正、阿部重夫
[2015年/ドイツ、日本ほか/79分/太秦/DCP]

¥ A

10/13（土）～
10/19（金） 

１週
限定

岡本太郎の残した意味を問いかけるドキュメンタリー

太陽の塔

1970年の大阪万博で岡本太郎の意匠により
制作され、現在も親しまれる太陽の塔に着目し
たドキュメンタリー。ルーツや関係者の証言等を
通し、太陽の塔に込められたメッセージに迫る。
[監] 関根光才
[2018年/日本/112分/パルコ/DCP]

¥ A

9/29（土）～  
終了未定 

(C)2018 映画「太陽の塔」製作委員会 (C)2017 空気／PYLONx

俺の人生を、笑うな。崖っぷちの男たちの物語

ガチ星

40歳を前に、競輪選手を目指す元プロ野球選手
の奮闘を描くドラマ。濱島浩司は、自堕落な生活
を改めようと競輪学校へ入学するが、厳しいトレー
ニングと若者たちからのイジメが待っていて…。
[監] 江口カン
[出] 安部賢一、福山翔大、林田麻里、船崎良、森崎健吾
[2017年/日本/106分/マグネタイズ/DCP]

¥ A

10/6（土）～ 
10/12（金） 

１週
限定

性の境界を生きる若者たちと新井との出会いと交流

性別が、ない！
インターセックス漫画家のクィアな日々

インターセックスの漫画家・新井祥と、その交友を
記録したドキュメンタリー。自身の体験をエッセイ
漫画として描く新井と、アシスタントでゲイのこう
君やセクシュアル・マイノリティとの交友を追う。
[監] 渡辺正悟
[出] 新井祥、うさきこう、IKKAN、倉持智好、中山貴将
[2018年/日本/106分/オリオフィルムズ/ブルーレイ上映]

¥ A

9/29（土）～ 
10/5（金） 

X

１週
限定

9/29（土）ほか
舞台挨拶あり
※詳細はイベント欄へ

(C)「サラバ静寂」製作委員会x

僕らはただ、生きるために音楽を聴いたー

サラバ静寂

『黒い暴動』の宇賀那健一監督が、音楽や映
画などが禁じられた近未来で音楽に出会って
しまった若者たちを描くロードムービー。若手
俳優の注目株、吉村界人と若葉竜也が共演。
[監] 宇賀那健一
[出] 吉村界人、SUMIRE、若葉竜也、森本のぶ、斎藤工
[2018年/日本/85分/DCP]

¥ A

9/22（土）～ 
9/28（金） 

１週
限定

9/22（土）
舞台挨拶あり
※詳細はイベント欄へ

シリーズ最新作にして完結編! テーマは看取りと死

毎日がアルツハイマー
ザ・ファイナル 最期に死ぬ時。

YouTubeから生まれたドキュメンタリーシリーズ完
結編。母の認知症が最終ステージへ移行。介護
する娘の祐加は、長年の両脚の痛みが悪化し、歩
行不能に。これを機に死について考え始める…。
[監] 関口祐加 
[2018年/日本/72分/「毎アル」友の会、リガード/DCP]

¥ B

9/23（日）～ 
10/5（金） 

(C)2018 NY GALS FILMS

9/23（日）
舞台挨拶あり
※詳細はイベント欄へ

長與善郎原作の問題作＋広山詞葉主演作 2本立て

青銅の基督
今夜新宿で、彼女は、

女優の広山詞葉が企画・プロデュース・主演を
手がける山田佳奈『今夜新宿で、彼女は、』。
広山がWヒロインの1人を務めた秋原北胤監
督『青銅の基督』を１週限定で２本立て上映。
[監] 山田佳奈（『今夜新宿で、彼女は、』）。 
[監] 秋原北胤（『青銅の基督』）

¥ A

9/22（土）～ 
9/28（金） 

(C)Library of Congress

１週
限定

期間中、連日
舞台挨拶あり
※詳細はイベント欄へ 『今夜新宿で、彼女は』

(C)2017 AMAZON CONTENT SERVICES LLC

「６才のボク～」チームの５０才のスタンド・バイ・ミー

30年後の同窓会

音信不通だった旧友3人の不思議な旅の行方
を描く、リチャード・リンクレイター監督作。30年
前の事件で人生が変わってしまった3人が、旅を
共にして関係を修復していくさまがつづられる。
[監] リチャード・リンクレイター
[出] スティーブ・カレル、ブライアン・クランストン
[2017年/アメリカ/125分/ショウゲート/DCP]

¥ CLast Flag Flying

9/15（土）～ 
9/28（金） 

生きていることを実感する。だから人は山に夢中になる

クレイジー・フォー・マウンテン

登山家やアスリートたちを追ったドキュメンタリー。
荘厳なオーケストラ演奏をバックに、世界屈指の
難関峰に挑む登山家や、ロープ無しで岩壁を登
頂するクライマーの姿など、息を呑む映像が続く。
[監] ジェニファー・ピードン
[2017年/オーストラリア/74分/アンプラグド/DCP]

¥ AMountain

9/15（土）～ 
9/28（金） 

(C)2017 Stranger Than Fiction Films Pty Ltd and Australian Chamber Orchestra Pty Ltd

(C)2017 CINEGURU KIDARI ENTERTAINMENT & SPECIAL PICTURES ALL RIGHTS RESERVED.

修羅の華

愛を捨て、組織のナンバー2に登り詰めた女ヒョ
ンジョン。一方、容赦なく殺戮を繰り返す男サンフ
ン。やがて、歪んだ愛憎は狂気の連鎖を生み、関
わる者すべてを鮮血の渦へと飲み込んでいく。
[監] イ・アンギュ
[出] キム・ヘス、イ・ソンギュン、イ・ヒジュン
[2017年/韓国/91分/アルバトロス・フィルム/DCP]

¥ AA Special Lady

10/13（土）～
10/19（金） 

１週
限定

『哭声／コクソン』に続き世界が熱狂した傑作ノワール

9/22（土）
舞台挨拶あり
※詳細はイベント欄へ

10/13（土）
舞台挨拶あり
※詳細はイベント欄へ


