サバービコン仮面を被った街
Suburbicon

5/4（金）〜

終了未定

¥

A

Photo Credit: Hilary Browyn Gayle (C)2017 Paramount Pictures. All rights reserved.

ウィンストン・チャーチル

ヒトラーから世界を救った男

ロンドン、人生はじめます

5/5（土）〜

終了未定

¥

A

Hampstead

(C)2017 Focus Features LLC. All Rights Reserved.

4/28（土）〜
5/25（金）
¥

A

(C)2016 RELIANCE ENTERTAINMENT PRODUCTIONS 6 LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.

ザ・スクエア

リバーズ・エッジ

4/28（土）〜
5/18（金）

思いやりの聖域

¥

A

(C)2017 Plattform Prodtion AB / Societe Parisienne de Production / Essential Filmproduktion GmbH / Coproduction Oﬃce

5/5（土）〜
5/18（金）
¥

A

ハッピーエンド

4/28（土）〜
5/18（金）
¥

Happy End

A

(C)2017 LES FILMS DU LOSANGE - X FILME CREATIVE POOL Entertainment GmbH - WEGA FILM - ARTE FRANCE CINEMA FRANCE 3 CINEMA - WESTDEUTSCHER RUNDFUNK - BAYERISCHER RUNDFUNK - ARTE - ORF Tous droits

(C)2018映画「リバーズ・エッジ」製作委員会／岡崎京子・宝島社

修道士は沈黙する
Le confessioni

5/12（土）〜
5/25（金）
¥

A

(C)2015 BiBi Film-Barbary Films

サバービコン、
そこはアメリカン・ドリームの街

英国首相に就任したチャーチルの究極の決断とは

ホームレスが一夜で資産家に！実話を基に描く感動作

カンヌ国際映画祭パルムドール（最高賞）受賞！

岡崎京子の衝撃コミックが待望の映画化！

『愛、アムール』から 5 年。名匠ハネケ監督の最新作

高級ホテルで繰り広げられる社会派ミステリー

コーエン兄弟が1980年代から温めていた企画
を、ジョージ・クルーニー監督で映画化したサスペ
ンス。白人ばかりが生活している街を舞台に、
ある
家族が思わぬ事態に追い込まれていく姿を映す。

ゲイリー・オールドマンがウィンストン・チャーチル
になりきり、アカデミー賞主演男優賞に輝いた歴
史ドラマ。当時の記録を元に、チャーチルの首相
就任からダンケルクの戦いまでの27日を描く。

ロンドン郊外、高級マンションで暮らす未亡人エ
ミリーは、生活の様々な問題に直面していた。そ
んなある日、自然の中で暮らすドナルドと出会う
…。大人の恋を描いたロマンティックコメディ。

「フレンチアルプスで起きたこと」のリューベン・
オストルンド監督作。有名美術館のキュレー
ターが発表した展示作品「ザ・スクエア」
が世間
に思わぬ反響を生み、大騒動へと発展する…。

90年代に人気を博した同名コミックを行定勲監
督が映画化。河原に放置された死体の存在を共
有することで不思議な友情で結ばれていく3人の
男女を中心に、若者たちの揺れ動く心情を描く。

実力派俳優競演で綴る愛と死のドラマ。瀟洒な
邸宅で三世代同居しながらも、心はバラバラなロ
ラン家。そんな中、家業を娘に譲って引退した85
歳のジョルジュは、13歳の孫娘と再会するが…。

「ローマに消えた男」ロベルト・アンドー監督作。
G8の会合が行われているホテルで、関係者の遺
体が発見される。その前夜、彼と修道士の密会が
明らかになるが、修道士は沈黙を守り続ける…。

[監] ジョージ・クルーニー
ジュリアン・ムーア、
オスカー・アイザック
[出] マット・デイモン、
[2017年/アメリカ/104分/東北新社ほか/DCP]

[監] ジョー・ライト
[出] ゲイリー・オールドマン、
クリスティン・スコット・
トーマス
[2017年/イギリス/125分/ビターズ・エンド他/DCP]

[監] ジョエル・ホプキンス
ブレンダン・グリーソン、
レスリー・マンビル
[出] ダイアン・キートン、
[2017年/イギリス/102分/シンカ他/DCP]

[監] リューベン・オストルンド
[出] クレス・バング、
エリザベス・モス、
ドミニク・ウェスト
[2017年/スウェーデン他/151分/トランスフォーマー/DCP]

[監] 行定勲
[出] 二階堂ふみ、吉沢亮、上杉柊平、SUMIRE、土居志央梨
[2018年/日本/118分/キノフィルムズ/DCP]

[監] ミヒャエル・ハネケ
[出] イザベル・ユペール、
ジャン＝ルイ・
トランティニャン
[2017年/フランス、
ドイツ他/107分/ロングライド/DCP]

おだやかな革命

１週 5/12（土）〜
限定 5/18（金）
¥

B

四月の永い夢

中川龍太郎監督
特集上映 ¥ A

5/12（土）〜

終了未定

¥

A

5/12（土）〜
5/25（金）

12 13 14 15（火）16（水）17（木）18（金）

5/ （土） （日） （月）

19:35 走

上映期間中

5/12（土）

※詳細はイベント欄へ

(C)いでは堂

(C)WIT STUDIO / Tokyo New Cinema

※詳細は近日決定

自然エネルギーによる地域再生。
「豊かさ」を巡る冒険

モスクワ映画祭ダブル受賞！中川龍太郎最新監督作

「よみがえりのレシピ」渡辺智史監督の新作。過
疎化や高齢化など課題を抱えた地域で、
これから
の暮らしを自分たちの手で作り出し、本当の豊かさ
を取り戻していく人々の姿を描くドキュメンタリー。

「走れ、絶望に追いつかれない速さで」の中川龍
太郎監督の人間ドラマ。元音楽教師の初海の
もとに3年前に亡くなった恋人からの最後の手紙
が届き、彼女の止まっていた時間が動き始める。

[監] 渡辺智史
[出] 佐藤彌右衛門、小林稔、平野彰秀、平野馨生里
[2017年/日本/100分/いでは堂/DCP]

馬を放つ

[監] 中川龍太郎
[出] 朝倉あき、三浦貴大、川崎ゆり子、高橋由美子、青柳文子
[2017年/日本/93分/ギャガ・プラス/DCP]

5/19（土）〜
6/1（金）
¥

Centaur

A

X

シューマンズ バー ブック
Schumanns Bargesprache

5/ （土） （日）

12:30 愛

『走れ、絶望に追いつかれない速さで』

最新作
『四月の永い夢』
公開記念開催！

P 走愛 P 走愛

〜上映 の… lastic れ、の… lastic れ、の…
東京国際映画祭にて2年連続入選を果たし、
ニューヨーク・ボストン・ モスクワなど様々な映
上映期間中、
イベント開催予定あり
（詳細近日決定）
画祭での上映と受賞を経験。
このたび最新作
『四月の永い夢』
が公開となる中川龍太郎の 『Plastic Love Story』
フィルモグラフィーを辿る特集上映。
料金：一般1500円／大専1200円／シニア1100円 ※会員：一般1200円／学生・シニア1100円
※作品詳細は別チラシへ
＜R15+＞

5/19（土）〜
6/1（金）
¥

19 20 21（月） 22（火）23（水）24（木）25（金）

『愛の小さな歴史』

イベント予定

オー・ルーシー！＜R15+＞

A

Oh Lucy!

(C)2017 Thali Media

【割引】
「四月の永い夢」】
または特集作品鑑賞の方、半券提示で1100円

5/19（土）〜
6/1（金）
¥

A

ダリダ あまい囁き
Dalida

5/19（土）〜

終了未定

¥

A

(C)2017 BETHSABEE MUCHO-PATHE PRODUCTIONTF1 FILMS PRODUCTION-JOUROR CINEMA

(C)Oh Lucy,LLC

１週 5/12（土）〜
限定 5/18（金）
¥

A

神さまの轍

１週 5/12（土）〜
限定 5/18（金）
-checkpoint of the life¥ A

(C)2016「星くず兄弟プロジェクト」

れ、 の… lastic れ、の… lastic れ、

〜上映

トーク他あり

愛P 走愛P走

星くず兄弟の
新たな伝説

[監] ロベルト・アンド
[出] トニ・セルビッロ、
コニー・ニールセン
[2016年/イタリア他/100分/ミモザフィルムズ/DCP]

レザーフェイス 悪魔のいけにえ
Leatherface

＜R18+＞

5/19（土）〜
6/1（金）
¥

A

上映期間中

上映期間中

イベント予定

イベント予定

※詳細は近日決定

(C)2018 映画「神さまの轍」製作委員会

ロードバイクに魅せられた若者たちの映画が誕生

原案・近田春夫、監督・手塚眞による1985年公
開のロックミュージカル映画の続編。かつて ス
ターダスト・ブラザーズ として一世を風靡した２
人は、返り咲きを夢見て月世界へと旅立つ…。

京都府井手町を舞台に、ロードバイクに情熱を
注いだ若者たちを描く青春ドラマ。ロードバイク
に熱中する勇利と洋介は、別の道に進むが、
２人
の人生が思い出の地での大会で再び交わる…。

[監] 手塚眞
[出] 三浦涼介、武田航平、荒川ちか、ISSAY、藤谷慶太朗
[2016年/日本/133分/マジックアワー/DCP]

[監] 作道雄
[出] 荒井敦史、岡山天音、望月歩、吉沢太陽、川村亮介
[2018年/日本/86分/エレファントハウス/DCP]

大英博物館プレゼンツ 北斎
British Museum Presents: Hokusai

5/19（土）〜

終了未定

¥

A

Documentary ﬁlm and guide to exhibition ﬁlm (C)British Museum
BIG COMIC Manga images in documentary (C)Shogakukan

(C)2017 LF2 PRODUCTIONS ALL RIGHTS RESERVED.

※詳細は近日決定

前作から 30 年。全く新しいニューカルトムービー誕生 !

ラブレス ＜R15+＞
Nelyubov

5/19（土）〜
6/1（金）
¥

A

(C)2017 NON-STOP PRODUCTIONS - WHY NOT PRODUCTIONS

ある男の姿を通して未来へ希望を託す現代の寓話

BAR に革命を起こした男がトップバーを訪ねる旅

日米合作の話題作が遂に日本のスクリーンに登場！

愛に生きた歌姫の生涯を名曲と華麗なファッションで描く

伝説の殺人鬼、
誕生の真実が明かされるー

天才絵師の魅力を紐解くドキュメンタリー映画

「明りを灯す人」などのキルギスの名匠が自ら主
演を務めたドラマ。熱い信念を秘めた純粋な男
の姿を通し、文化的アイデンティティーが失われ
つつある現代社会に静かな問いを投げかける。

伝説的バーマン、チャールズ・シューマンの旅を
追うドキュメンタリー。
ミュンヘンで不動の人気を
誇るバーのオーナーでもある彼が、もう一度バー
の原点を求め、パリや東京などの名店を訪れる。

新鋭・平柳敦子監督による寺島しのぶ主演作。満
たされない日々を送る43歳独身OL節子。姪の代
理で行った英会話教室のアメリカ人講師に恋をし
てしまい、彼を追いカリフォルニアへ旅立つが…。

美貌とエキゾチックな歌声で、60年代フランス全土
に社会現象を起こし、一躍スターとなった歌手ダリ
ダの生涯を描くドラマ。私生活では数々の恋愛に
悩んだダリダの哀しくも美しい54年の人生に迫る。

ホラー映画の金字塔「悪魔のいけにえ」の前日
譚で、同作に登場する殺人鬼レザーフェイスの
少年時代を描いたホラー作品。2017年に逝去
したトビー・フーパーの最後のプロデュース作。

江戸時代の浮世絵師・葛飾北斎に迫るイギリス
製ドキュメンタリー。2017年に大英博物館で開催
された展覧会にスポットを当て、大行列となった展
覧会の舞台裏や、北斎の作品を詳細に紹介。

第70回カンヌ国際映画祭で審査員賞に輝いた
ロシア発の人間ドラマ。お互いに新たなパート
ナーとの生活を決め、離婚間近の夫婦が突然の
息子の失踪を機に自らを見つめ直す姿を描く。

[監] マリーケ・シュレーダー
[出] チャールズ・シューマン、
シュテファン・ウェーバー
[2017年/ドイツ/98分/クレストインターナショナル/DCP]

[監] 平柳敦子
[出] 寺島しのぶ、南果歩、忽那汐里、役所広司、ジョシュ・ハートネット
[2017年/日本、
アメリカ/95分/ファントム・フィルム/DCP]

[監] リサ・アズエロス
リッカルド・スカマルチョ
[出] スベバ・アルビティ、
[2017年/フランス/127分/KADOKAWA/DCP]

[監] ジュリアン・モーリー,アレクサンドル・バスティロ
リリ・テイラー
[出] スティーブン・ドーフ、
[2017年/アメリカ/89分/松竹メディア事業部/DCP]

[監] パトリシア・ウィートリー
[出] デビッド・ホックニー、
ティム・クラーク
[2017年/イギリス/87分/東北新社/DCP]

[監] アンドレイ・ズビャギンツェフ
[出] マルヤーナ・スピバク、
アレクセイ・ロズィン
[2017年/ロシア他/127分/クロックワークス他/DCP]

[監] アクタン・アリム・クバト
[出] アクタン・アリム・クバト、
ヌラリー・
トゥルサンコジョフ
[2017年/キルギス他/89分/ビターズ・エンド/DCP]

獄友

5/26（土）〜

終了未定

¥

A

娼年 ＜R18+＞

軍中楽園

5/26（土）〜

終了未定

¥

A

軍中樂園 Paradise in Service

5/26（土）〜

終了未定

¥

A

苦い銭

6/2（土）〜

終了未定

¥

Ku Qian

A

タクシー運転手

6/2（土）〜

終了未定

約束は海を越えて

¥

A

ヒバリチャンネル

ひばり・チエミ・いづみ 三人よれば

『父、帰る』の鬼才アンドレイ・ズビャギンツェフ最高傑作

5/20（日）〜
5/21（月）

¥ 料金 （）内は会員料金

¥ 特

(C東宝

5/26（土）監督

初日舞台挨拶
イベント欄へ
※詳細は
X

(C)石田衣良／集英社

(C)2014 Honto Production Huayi Brothers Media Ltd. Oriental Digital Entertainment Co., Ltd.
1 Production Film Co. CatchPlay, Inc. Abico Film Co., Ltd All Rights Reserved

2017映画「娼年」製作委員会

(C)016 Gladys Glover-House on Fire-Chinese Shadows-WIL Productions

(C)2017 SHOWBOX AND THE LAMP. ALL RIGHTS RESERVED.

5/20（日）21（月）
「魚増」お魚販売

人生の大半を獄中で過ごした男たちの青春グラフィティ

監督 : 三浦大輔 × 主演：松坂桃李の衝撃作！

タブーに挑んだ問題作がついにベールを脱ぐ

働けど、働けど。名匠ワン・ビンが見つめた人生模様

韓国現代史上の最大の悲劇、光州事件の真実

歌おう踊ろう恋をしよう！三人娘が最後の競演！

「袴田巖 夢の間の世の中」の金聖雄が冤罪被
害者たちを捉えたドキュメンタリー。足利事件の
菅家氏の釈放をきっかけに、互いを支え合うよう
になった冤罪被害者たちの人生と友情に迫る。

直木賞候補になった石田衣良の小説を映画化
したセンセーショナルなラブストーリー。会員制
ボーイズクラブの娼夫となった20歳の大学生
と、彼が出会う女性たちとの物語がつづられる。

台湾で戦後40年にわたり公然の秘密となってい
た831部隊と呼ばれる娼館を取り上げたドラマ。
1969年金門島を舞台に、青年と古兵、様々な事
情を抱えた女性たちが織り成す物語を描く。

「収容病棟」のワン・ビン監督が、過酷な環境で
縫製工場で働く人々の日常を通し、現代社会の
歪な面を浮かび上がらせるドキュメンタリー。ヴェ
ネチア映画祭オリゾンティ部門脚本賞ほか受賞。

1980年に韓国で起き、多数の死傷者を出した
光州事件を世界に伝えたドイツ人記者と、彼を
現場まで送り届けたタクシー運転手の実話を元
に描く。韓国で1200万人動員の大ヒットを記録。

初舞台お目見えでやって来た雪之丞一座。雪
之丞は客の中に父母の仇の姿を見つける…。
美空ひばりはかけもちで３役を華麗に演じる。

[監] 三浦大輔
[出] 松坂桃李、真飛聖、冨手麻妙、猪塚健太、桜井ユキ
[2018年/日本/119分/ファントム・フィルム/DCP]

[監] ニウ・チェンザー
[出] イーサン・ルアン、
レジーナ・ワン、チェン・ジェンビン
[2014年/台湾/133分/太秦/DCP]

[監] 金聖雄
[出] 桜井昌司、杉山卓男、菅家利和、石川一雄、袴田巌
[2018年/日本/100分/Kimoon Film/DCP]

近隣劇場
LINE UP

●

[監] ワン・ビン
[2016年/フランス、香港/163分/ムヴィオラ/DCP]

横浜ニューテアトル ▼ 上映中〜『シェイプ・オブ・ウォーター』 ● 横浜シネマリン ▼ 上映中〜『パティ・ケイク $』

中区伊勢佐木町 2-8-1
(045-261-2995）

『しあわせの絵の具』
『ばぁちゃんロード』
▼ 5/12（土）〜『さらば青春、されど青春。』

『ラッカは静かに虐殺されている』ほか
中区長者町 6-95
(045-341-3180） ▼ 5/19（土）〜『カーキ色の記憶』

[監] チャン・フン
トーマス・クレッチマン、ユ・ヘジン
[出] ソン・ガンホ、
[2017年/韓国/137分/クロックワークス/DCP]

音声ガイド付き上映
目の不自由な方も、映画を一緒に楽しめる上映

[監] 杉江敏男 [出] 美空ひばり、江利チエミ、雪村いづみ
[1964年/日本/91分/東宝/35mm]

¥ 一般1200円／学生シニア1100円
※会員は一般1100円／学生シニア900円

・ 5/6（日）12:50「スリー・ビルボード」
料金 : 1000 円（しょうがい者＋付添１名）

一般

大学生
シニア
専門学生 （60歳以上）

A

1800
1500
（1500）（1200）

B

1700
1400
（1400）（1100） 1100

C

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。

