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パディントン２
あの紳士すぎるモフモフクマが帰ってくる！
ウィンザーガーデンでブラウン一家と幸せに暮ら
しているパディントン。彼はどこに行っても元気と
マーマレードを振りまき、
コミュニティの人気メン
バーになっていた。大好きなルーシーおばさんの
100歳の誕生日のために完璧なプレゼントを探し
ていたパディントンは、
グル―バーさんの骨董品
屋でユニークな飛び出す絵本を見つける。その
絵本を買うために様々な雑用仕事を始めたパディ
ントンだったが、
ある時その絵本が盗まれてしまう。
犯人の正体を暴けるかどうかはパディントンとブラ
ウン一家の手にかかっている……！

スタッフ&キャスト
監督：ポール・キング
出演：ベン・ウィショー
（声の出演）、
ヒュー・グラント、
ブレンダン・グリーソン、
ヒュー・ボネヴィル、
サリー・ホーキンス
©P&CO.LTD/SC 2016

2018年1月 全国ロードショー

ハクソー・リッジ
本年度アカデミー賞 ２部門受賞の衝撃の戦争超大作！
®

オスカー監督のメル・ギブソンが10年ぶりにメガ
ホンを撮り、本年度アカデミー賞®2部門
（編集賞･
録音賞）
受賞の完全復活を遂げた話題作。第2次
世界大戦下、難攻不落の断崖要塞 ハクソー・
リッジ の戦いにおいて、銃を持たずに戦い75人
の命を救い続けた１人の兵士がいた ― 彼の
名は、デズモンド・
ドズ。なぜ、彼は銃を持つことを
拒んだのか？ 何のために、命を救い続けたのか？
誰もが想像を絶する ハクソー・リッジ の戦場で
彼の行動がいかに勇気あるものだったのか――
ドスの強い信念と葛藤の驚くべき真実が明かされる、
戦争映画の歴史を塗り替える衝撃の実話が誕生した！

スタッフ&キャスト
監督：メル・ギブソン
出演：アンドリュー・ガーフィールド、
サム・ワーシントン、
テリーサ・パーマー、
ヴィンス・ヴォーン
© Cosmos Filmed Entertainment Pty Ltd 2016

2017年 ６月24日(土)

TOHOシネマズ スカラ座 他にて 全国ロードショー

Valerian and the City of a Thousand Planets（原題）
リュック・ベッソン監督最新作！『フィフス・エレメント』
以来 20年振りのSFエンターテインメント超大作！！
『レオン』
『 LUCY／ルーシー』の巨匠リュック・
ベッソンが放つ、
かつてないスケールのスペース・
オペラ。原作は
『スター・ウォーズ』
を始め数多くの
映画に影響を与えたとされるSFコミックスの古典
にして金字塔。キャストにはタイトルロール ヴァレ
リアン を演じるデイン・デハーンに加え、
ヒロインに
ファッションアイコンとして活躍するカーラ・デル
ヴィーニュを抜擢。イーサン・ホーク、
クライヴ・オー
ウェン、
リアーナらハリウッドを代表するスターが
脇を固める。
この超豪華キャストとともに、圧倒的な映像美で
描かれる700年後の宇宙を体感せよ！

スタッフ&キャスト
監督・脚本：リュック･ベッソン
原作:「ヴァレリアンとロールリーヌ（Valerian et Laureline）」
シリーズ（ジャン＝クロード･メジエール＆ピエール･
クリスタン）
カーラ･デルヴィーニュ、
出演：デイン･デハーン、
イーサン･ホーク、
クライヴ･オーウェン
© 2016 VALERIAN SAS ‒ TF1 FILMS PRODUCTION

2018年 全国ロードショー

エルネスト
チェ・ゲバラと共に戦った日系人フレディ前村 の生涯を描いた実話
1960年代、ハバナ大学医学生としてキューバに
やってきた、
ボリビア日系2世 フレディ前村 。
そんな
医者になる夢を追い求めた彼の人生を狂わす、
祖国での軍事政権クーデターが起こる。南米の
英雄、
チェ・ゲバラに エルネスト と名付けられ共に
戦ったフレディの生涯が50年の時を経て甦る！
ゲバラと共に戦った日系人フレディの存在を知り
映画化したのは、数多くの問題作を手掛けている
阪 本 順 治 監 督 。監 督とは師 弟 関 係のオダギリ
ジョーが全編スペイン語の演技を披露する日本・
キューバ合作映画の話題作！

スタッフ&キャスト
脚本・監督：阪本順治
出演：オダギリジョー、
ホワン・ミゲル・バレロ・アコスタ、
永山絢斗、アレクシス・ディアス・デ・ビジェガス
©2017 “ERNESTO” FILM PARTNERS

2017年10月 TOHOシネマズ 新宿 他にて 全国ロードショー

ジャッキー／ファーストレディ 最後の使命
JFK を伝説にした＜世紀のファーストレディ＞の真実の物語
アカデミー賞 ® 3 部門（主演女優賞ほか）
を含む、圧巻の 43 受賞 112 ノミネート！
『ブラック･スワン』
のダーレン･アロノフスキー
製作のもと、オスカー女優のナタリー･ポートマンが、
＜世紀のファーストレディ＞ジャッキーことジャクリーン･ケネディが憑依した
かのような演技を見せ、賞レースを沸かせた話題作。
スタッフ & キャスト
監督：パブロ・ラライン
出演：ナタリー・ポートマン、
ピーター・サースガード、
グレタ・ガーウィグ、
ビリー・クラダップ、
ジョン・ハート

2017年3月31日（金）TOHOシネマズ シャンテ他にて 全国ロードショー

© 2016 Jackie Productions Limited

光
監督：河瀨直美 × 主演：永瀬正敏 『あん』の黄金コンビが、再びカンヌに挑む
カンヌ国際映画祭他、世界中で注目を浴びる河瀨直美監督が、主演に永瀬正敏、ヒロインに水崎綾女をむかえて挑むのは、
人生で大切なものを失っても、きっと前を向けると信じさせてくれる珠玉のラブストーリー。視力を失いゆくカメラマンに出逢い、
人生に迷うヒロインの何かが、変わってゆく̶。
スタッフ & キャスト
監督：河瀨直美
出演：永瀬正敏、水崎綾女、神野三鈴 小市慢太郎 早織 大塚千弘／大西信満 白川和子／藤 竜也

2017年5月27日（土）新宿バルト9、丸の内TOEI他にて 全国ロードショー

©2017 “RADIANCE” FILM PARTNERS／KINOSHITA、COMME DES CINEMAS、KUMIE

武曲 MUKOKU
剣を棄てた男と、剣に出会った少年の激しく熱い闘いの物語
剣の世界で一目置かれる存在でありながら、
ある事件がきっかけでどん底の日々を送っている研吾。
ある日、彼の前に融という
ラップのリリック作りに夢中な少年が現れる。彼こそが本人も知らない恐るべき剣の才能の持ち主だった――
人気･実力を兼ね備えたキャスト･スタッフによる、心揺さぶる渾身の一作！
スタッフ & キャスト
監督：熊切和嘉
出演：綾野 剛、村上虹郎、前田敦子、風吹ジュン、小林 薫、柄本 明

2017年6月 新宿武蔵野館、ユーロスペース他にて 全国ロードショー

©2017「武曲 MUKOKU」製作委員会

パトリオット・デイ
2013 年の、ボストンマラソン爆弾テロ事件。未曾有の凶悪犯罪はなぜ、わずか≪102 時間≫で解決したのか―
50 万人の観衆で賑わう、ボストンマラソンを襲った爆弾テロ。大爆発した瞬間の映像はまたたく間に世界中に配信され、大々的
に報道されたが、なにより4 日間という驚異的な早さで容疑者を特定、逮捕したという劇的な展開は世界を驚嘆させた。本作は、
メディアが伝えていない驚くべき≪102 時間の真実≫を描く。
スタッフ & キャスト
監督：ピーター・バーグ
出演：マーク・ウォールバーグ、
ケヴィン・ベーコン、
ジョン・グッドマン、
Ｊ
・K・シモンズ、
ミシェル・モナハン

2017年6月9日（金) TOHOシネマズ スカラ座 他にて 全国ロードショー

©Karen Ballard

Terminator 2 : Judgement Day 3D（原題）
I ll be back!
『アバター』
『タイタニック』
のジェームズ･キャメロン監督の原点というべき作品、
『ターミネーター 2』
が 3D バージョンとなって、
スクリーンに帰ってくる！
スタッフ & キャスト
監督：ジェームズ・キャメロン
出演：アーノルド・シュワルツェネッガー、
リンダ・ハミルトン、
ロバート・パトリック、
エドワード・ファーロング

2017年8月 TOHOシネマズ 日劇 他にて 全国ロードショー

©1991 - STUDIOCANAL - Tous Droits Reserves

Ballerina（原題）
バレリーナを目指す少女の、夢に恋する CG アニメーション
1879 年のフランス。
バレエダンサーを夢見る少女フェリシーは、オペラ座の舞台に立つことを目指し、養護
施設を抜け出して憧れのパリへ！そこには、沢山の出会いが彼女を待っていた。
『カンフー･パンダ』
などの
ヒット作を手掛けたスタッフが集結した、奇跡と感動の CG アニメーション！

スタッフ & キャスト
監督：エリック・サマー、
エリック・ワリン
声の出演：エル・ファニング、デイン・デハーン、
カーリー・レイ・ジェプセン

2017年8月 新宿ピカデリー 他にて 全国ロードショー

© 2016 MITICO - GAUMONT - M6 FILMS - PCF BALLERINA LE FILM INC.

HEIDI（原題）
不朽の名作「ハイジ」がアルプスの国スイスで実写映画となりました！
おんじとペーター、ヤギのシロとクマ、とろけるチーズ、干し草のベッドなど大好きなものに囲まれて元気
いっぱいのハイジがアルプスの山々を駆け巡ります！ハイジの物語はユーモアに溢れながら、学ぶこと
の大切さや感謝する気持ちなど大切なメッセージがたくさん詰まっていました。
ファミリ―でぜひ観て頂き
たい映画です。
ブルーノ･ガンツのおんじは必見！
スタッフ & キャスト
監督：アラン・グスポーナー
出演：ブルーノ・ガンツ、アヌーク・シュテフェン、
イザベル・オットマン

2017年夏 ロードショー

© 2015 Zodiac Pictures Ltd / Claussen+Putz Filmproduktion GmbH / Studiocanal Film GmbH

二度めの夏、二度と会えない君
時空を超えて 2 人の運命が揺れる、青春純愛ストーリー！
「バンドやろう！ 」。
あの夏、彼女は言った。
もう二度と会えないと思っていた彼女と過ごす、二度めの夏。
大好きな彼女を悲しませないため、僕はあの夏をやり直す―。主演は若手実力派･村上虹郎、ヒロイン
役には演技初挑戦となる吉田円佳（「たんこぶちん」Vo＆Gt）。
その他、加藤玲奈、金城茉奈、山田裕貴
とフレッシュなキャストが集結！
スタッフ & キャスト
監督：中西健二
出演：村上虹郎、吉田円佳、加藤玲奈、金城茉奈、山田裕貴、本上まなみ、菊池亜希子

2017年秋 全国ロードショー

©赤城大空・小学館／『二度めの夏、二度と会えない君』パートナーズ

Eternity（原題）
フランス 3 大女優の豪華競演！3 世代の女性たちが織りなす生命の物語
19 世紀末、パリに暮らす一組の夫婦からはじまり、2 つの世界大戦、100 年の時を経て、大家族が形成
される様を描く大河ロマン。
『青いパパイヤの香り』
『ノルウェイの森』
のトラン･アン･ユン監督の下、フランス
を代表する女優陣の競演が実現。3 世代の女性たちが、強く美しく生きる姿を瑞々しく描きだす！

スタッフ & キャスト
監督：
トラン・アン・ユン
出演：オドレイ・
トトゥ、ベレニス・ベジョ、
メラニー・ロラン

2017年秋 ロードショー

© Nord-Ouest

Their Finest（原題）
恋愛系

女性ライターが戦意高揚映画を手掛けるハメに！

第二次世界大戦中のロンドン。恋愛モノが得意のライターがプロパガンダ映画を担当することに！美貌と
実力を兼ね備えたジェマ･アータートンが常に前向きなヒロイン･カトリン役に。監督は『17 歳の肖像』
ロネ･シェルフィグ。
リサ･エヴァンスの小説をベースに、才能豊かな二人の女性が超ポジティブ･ロマン
ティック･コメディを誕生させた！
スタッフ & キャスト
監督：ロネ・シェルフィグ
出演：ジェマ・アータートン、
サム・クラフリン、
ビル・ナイ

2017年秋 ロードショー

© BRITISH BROADCASTING CORPORATION / THEIR FINEST LIMITED 2016

Miss Sloane（原題）
銃規制法の裏側を暴く、女性ロビイストの命をかけた壮絶な政治サスペンス
敏腕ロビイストのエリザベス･スローンは、銃規制法の裏側を暴くキャンペーンを依頼される。勝つために
腹心の部下も切り捨て、あらゆる手段を講じ、ついに彼女は敵の政治家を追い詰めるが―。
『インター
ステラー』のジェシカ･チャステインを主演に、アカデミー賞 7 部門受賞作『恋に落ちたシェイクスピア』
®

の監督が描く、
サスペンスドラマ。
スタッフ & キャスト
監督：ジョン・マッデン
出演：ジェシカ・チャステイン、
マーク・ストロング、
ジョン・リスゴー

2017年秋 ロードショー

© 2016 EuropaCorp - France 2 Cinema. All Rights Reserved.
Photo Credit: © Kerry Hayes

Sleepless（原題）
アカデミー賞® 俳優ジェイミー･フォックス主演のノンストップアクション !!
ラスベガス警察のヴィンセントは豪華カジノのマネジャー、グレッグの汚い仕事をしていた。
ある日ヴィンセントは
グレッグのボスからコカイン 25 キロを奪うが、内部調査官のジェニファーに疑われ、さらにはコカインと引き
換えにグレッグに息子を誘拐されてしまう。
ヴィンセントはたった 1 人で息子を奪還することが出来るのか…?!

スタッフ & キャスト
監督：バラン・ボー・オダー
出演：ジェイミー・フォックス、
ミシェル・モナハン

2017年秋 ロードショー

© 2016 OR Productions LLC.
Photo Credit: © Erica Parise

The Midwife（原題）
ぶつかり合い、認め合いながら、今を強く生きる２人の女達の物語。
フランスを代表する２大女優、カトリーヌ･ドヌーヴとカトリーヌ･フロの豪華競演作！クレールの元へ30年間
姿を消していた女友達･ベアトリスから連絡が入り、彼女の余命が僅かであることを知る。正反対の
性格ゆえに、ぶつかり合う二人。互いの過去の秘密が明かされる時、新たな絆がうまれる― 。

スタッフ & キャスト
監督：マルタン・プロヴォ
出演：カトリーヌ・
ドヌーヴ、
カトリーヌ・フロ、
オリヴィエ・グルメ

2017年冬 全国ロードショー

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

Heartstrings（原題）
チェロの音色が奏でる、
12 歳の恋の行方は……。フランスのベストセラー青春小説の映画化！
クラスの落ちこぼれのヴィクトールは、優等生のマリーに恋をしている。
ある日マリーは勉強を見てあげるわと
ヴィクトールを家に招待する。
チェロを弾いて聴かせ、コンセルヴァトワールへ入ることが夢だと語るマリー。
有頂天になるヴィクトールだったが、
マリーが彼に近づいたのにはある秘密があった。

スタッフ & キャスト
監督：ミシェル・ブジュナー
出演：アリックス・ヴァイロ、
ジャン＝スタン・デュ・パック、
シャルル・ベルリング、パスカル・エルベ

2017年冬 ロードショー

© 2016 GAUMONT - AJOZ FILMS - NEXUS FACTORY

Final Portrait（原題）
ジェフリー･ラッシュが表す、稀代の芸術家ジャコメッティの苦悩
長く引き伸ばされたような人物彫刻で知られる芸術家アルベルト･ジャコメッティが、最後に生んだ肖像画。
半日で終わるはずだったその絵の制作は、ジャコメッティの苦悩により一日一日と伸びていく…パリの狭い
アトリエの中で、
人生最後の作品に挑む芸術家の姿を、
絵のモデルとなったアメリカ人青年を通して描き出す。

スタッフ & キャスト
監督：スタンリー・
トゥッチ
出演：ジェフリー・ラッシュ、アーミー・ハマー、
クレマンス・ポエジー

2018年春 ロードショー

© Final Portrait Commissioning Limited 2016

My Blind Date with Life（英題）
母国ドイツで大ヒット！ホテルマンを夢見る青年が起こした奇跡の実話 !！
学校を優秀な成績で卒業し、夢の５つ星ホテルで研修生として働くことが決まった青年サリー。
しかし、彼に
はある秘密があった。先天性の病気により、視覚が通常の 5％になってしまったのだ。家族や仲間に支えら
れながら、知恵とユーモア、そしてたゆまぬ努力で課題をクリアしていくサリー。果たして彼は、研修の最終
試験を突破できるのか―！
？
スタッフ & キャスト
監督：マルク・ローテムント
原題：Mein Blind Date mit dem Leben
出演：コスティア・ウルマン、
ヤコブ・マッチェンツ、アンナ・マリア・ミューエ

2018年 ロードショー

© ZIEGLER FILM GMBH & CO. KG, SEVENPICTURES FILM GMBH,
STUDIOCANAL FILM GMBH

The Mercy（原題）
『博士と彼女のセオリー』の監督 × コリン･ファースで贈る感動実話
1968 年イギリス。未経験で世界一周ヨットレースに挑んだ実業家の、不屈の魂を描いたドラマ。
自身で
®
航海計器を発明し、単独レースに挑む主人公に、
『英国王のスピーチ』のコリン･ファース。
アカデミー賞
5 部門ノミネート
『博士と彼女のセオリー』
のジェームズ･マーシュ監督が、再び実話を基に、感動ドラマを
生み出した。
スタッフ & キャスト
監督：ジェームズ・マーシュ
出演：コリン・ファース、
レイチェル・ワイズ、デヴィッド・シューリス

2018年 ロードショー

© 2017 STUDIOCANAL SAS ALL RIGHTS RESERVED.

発表前の邦画を含め、
2017 年度は計 24 本の幅広い
ラインナップを揃えております。
ご期待ください。

