K i n o f i l m s
L I N E U P
2 0 2 0

2 0 2 1

囚われた国家
『猿の惑星：創世記』監督最新作。
地球外生命体の支配下、レジスタンスたちの徹底抗戦を描く近未来 SFサスペンス！
地球外生命体による侵略から9 年後の2027 年、シカゴ。制圧されたアメリカ政府

スタッフ&キャスト

は
「統治者」の傀儡と化していた。貧富の差はかつてないほど拡大し、街は荒廃。

監督 ルパート・ワイアット

そして市民は、この圧政に対して従属する者と反抗する者に分かれた。自由を取り

出演 ジョン・グッドマン、アシュトン・サンダ

戻すために秘かに結成されたレジスタンス・グループは、市内スタジアムで開催される

ース、ジョナサン・メジャース、
ヴェラ・

統治者による団結集会への爆弾テロを計画するが―。

ファーミガ

2020年 4月3日（金）イオンシネマほか全国公開

© 2018 STORYTELLER DISTRIBUTION CO., LLC. All Rights Reserved.

ADRIFT

（原題）

1983 年、太平洋で遭難し41日間漂流した女性の手記を映画化。
『エベレスト 3D』の監督が迫力の映像で海難事故を描く。
タミーとフィアンセのリチャードは、贅沢なヨットをタヒチからサンディエゴへと回航する

スタッフ&キャスト

仕事を引き受けた。しかし太平洋の真ん中で恐ろしいハリケーンに襲われる。タミー

監督 バルタザール・コルマウクル

が意識を取り戻した時、リチャードは重傷を負い海に投げ出されていた。なんとか

出演 シャイリーン・ウッドリー、サム・クラ

救助し一命はとりとめるも、ヨットは大破し操縦不能。助けを求めようにも港は遥か

フリン

遠く、無線も繋がらない。ある女性の壮絶な遭難体験を圧倒的リアリティ―を
もって描いた、衝撃の実話。

2020年 4月10日（金）新宿バルト9ほか全国公開

© 2018 STX FINANCING, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

一度も撃ってません
監督・阪本順治×脚本・丸山昇一、石橋蓮司19 年ぶりの主演作。世代を超えた豪華共演が実現。
最高に渋くて、おかしみたっぷり。GW必見のハードボイルド喜劇が誕生！
伝説のヒットマンと噂されるトレンチコート姿の男・市川進。大都会のバー
「Y」
に通い、

スタッフ&キャスト

怪しい大人たちと情報交換をする。今日も 殺し の依頼がやってきた…。しかし実は…

監督 阪本順治

ただの小説家。おまけに原稿は時代遅れ。度が過ぎたハードボイルド小説執筆のため、日々

出演 石橋蓮司、大楠道代、岸部一徳、

殺し の現場の取材に明け暮れるのだった。危険な行動を重ねた結果、ヤクザに命を狙わ

桃井かおり

れ！妻にも浮気を疑われ！人生最大のピンチを迎えた市川。意を決して敵との決闘に向かう
が…その手はプルプルと震えている…だってこの男、
「一度も撃ったことない」
からである
！

2020年 4月24日（金）TOHOシネマズ シャンテ・新宿武蔵野館ほか全国公開

©2019「一度も撃ってません」フィルムパートナーズ

アンティークの祝祭
世界的大女優カトリーヌ・ドヌーヴ最新主演作。
実娘キアラ・マストロヤンニとの共演で魅せる、人生の哀楽を鮮やかに見届ける人間ドラマ。
ある朝、死を確信したクレールは、からくり人形、仕掛け時計、肖像画など数々のコレ

スタッフ&キャスト

クションを処分することに。彼女と半生を共にしてきた骨董品たちが蘇らせるのは、その

監督 ジュリー・ベルトゥチェリ

波瀾万丈な人生の記憶だった・・・・世界的大女優C・ドヌーヴ主演最新作。監督は

出演 カトリーヌ・ドヌーヴ、キアラ・マスト

『やさしい嘘』
（03）
『
、パパの木』
（10）
などの女流監督ジュリー・ベルトゥチェリ。

ロヤンニ

2020年 4月下旬 シネスイッチ銀座ほか全国公開

© Les Films du Poisson - France 2 Cinéma - Uccelli Production ‒ Pictanovo

ANNA ／アナ
『ニキータ』
『レオン』
『LUCY ／ルーシー』のリュック・ベッソン監督が新たに仕掛ける
ノンストップ・アクション大作！
1990 年、旧ソ連の諜報機関 KGBに造られた最強の殺し屋アナ。彼女のミッション

スタッフ&キャスト

は、次々と政府にとって危険な人物を消す事。やがてアナは、明晰な頭脳を駆使

監督 リュック・ベッソン

して国家間の争いを左右する一流の暗殺者へと変貌を遂げる。だが、ミッション中

出演 サッシャ・ルス、ルーク・エヴァンス、

にミスを犯し、アメリカCIAに取り押さえられてしまう。そこに現れたCIA のレナード

キリアン・マーフィ、ヘレン・ミレン

から、彼女とKGB の運命を揺るがす究極のミッションを突きつけられることとなる。

2020年 5月 TOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開

©2019 SUMMIT ENTERTAINMENT,LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

ルース・エドガー
優等生のルースがある出来事をきっかけに過激思想を疑われる……。
女教師、ルース、養父母をめぐり疑心暗鬼が渦巻く心理スリラー！
高校生のルースはかつてアフリカ紛争国の孤児だったが、米国人夫婦の養子となり

スタッフ&キャスト

何一つ不自由のない生活を送っていた。しかしルースのロッカーから違法な火薬が

監督 ジュリアス・オナー

発見されたことをきっかけに、家族の中で様々な疑念や軋轢が生じ始める。そして最初

出演 ナオミ・ワッツ、オクタヴィア・スペン

に火薬を発見した歴史教師ハリエットは、ルースによる巧みな扇動によって精神的に

サー、ティム・ロス、ケルヴィン・ハリ

追い詰められていく。彼の行動の裏には、この教師によって奨学金資格をはく奪され

ソン・Ｊｒ

てしまった仲間への複雑な思いがあった……。

2020年 ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国公開

© 2018 DFG PICTURES INC. ALL RIGHTS RESERVED.

朝が来る
直木賞・本屋大賞受賞作家、辻村深月のヒューマンミステリーを
河瀨直美監督が完全映画化。
実の子を授かることが叶わず、6年前に特別養子縁組により、男の子を家族に迎えた

スタッフ&キャスト

栗原清和・佐都子夫妻。朝斗と名付けた息子は幼稚園に通うようになり、家族３人、

監督 河瀨直美

穏やかな日常の幸せを噛みしめながら暮らしていた。そんなある日、一本の電話がその

出演 永作博美、井浦新、蒔田彩珠、

平凡な幸せを脅かす……。
「子どもを、返してほしい」
電話口の女はそう口にした。なぜ

浅田美代子

突然、この女は私たちの前に姿を現したのか。一体、この女は何者なのか？

2020年初夏 TOHOシネマズ 日比谷にて公開

©2020『朝が来る』Film Partners

ペイン・アンド・グローリー
ペドロ・アルモドバル監督最新作！
第 71回カンヌ国際映画祭主演男優賞 ( アントニオ・バンデラス) 受賞！
生きがいを見出せなくなった映画監督サルバドールは、心身ともに疲れ、引退同然の

スタッフ&キャスト

生活を余儀なくされていた。そんななか、昔の自分をよく回想するようになる。子供時代

監督 ペドロ・アルモドバル

と母親、その頃移り住んだバレンシアの村での出来事、マドリッドでの恋と破局。その

出演 アントニオ・バンデラス、ペネロペ・

痛みは今も消えることなく残っていた。そんなときにある再会を果たすが……。過去の

クルス、フリエタ・セラーノ、アシ

記憶のたどり着いた先には……。

エル・エチェアンディア

2020年初夏 TOHOシネマズ シャンテほか全国公開

© El Deseo.

BALLOON

（原題）

ドイツが東西に分断されていた1979 年、自由を求め、
手作りの気球で西ドイツの国境を越えようとする家族の姿を描く、勇気と感動の実話！
1979 年夏、東ドイツのテューリンゲン州。ある平凡な家族が、手作りの熱気球で

スタッフ&キャスト

西ドイツを目指した。素人ながらも完成させた気球で国境越えを目指すが、あと少し

監督 ミヒャエル・ブリー・ヘルビヒ

のところで墜落してしまう。不幸中の幸いで誰にも気づかれることなくいつもの日常

出演 フリードリヒ・ミュッケ、カロリーヌ・

に戻り、次のチャンスを狙う彼らだったが、気球の残骸を発見した警察の追跡が

シュッヘ、
トーマス・クレッチマン

始まる。国 家の威 信を背負った警 察の捜 索の手が伸びる中、果たして彼らは
逃亡計画を成功させることができるのか―！
？

2020年夏 TOHOシネマズ シャンテほか全国公開

© 2018 HERBX FILM GMBH, STUDIOCANAL FILM GMBH AND SEVENPICTURES FILM GMBH

BY THE GRACE OF GOD

（英題）

フランソワ・オゾン監督最新作。
1980 年代に起こったフランス人司祭による児童への性的虐待事件に基づく衝撃の実話！
かつてカトリック教会の司祭から虐待を受けた経験をもつアレクサンドルは、加害者

スタッフ&キャスト

である司祭が再びリヨンへ戻り子供たちへ教えを説いていることを知る。これ以上

監督 フランソワ・オゾン

の被害者を出さないため、同じく被害者であるフランソワとエマニュエルと共に神父

出演 メルヴィル・プポー、
ドゥニ・メノー

を告発しようと決心する。しかし告発は教会によって巧妙にかわされ、助けを求める

シェ、スワン・アルロー

子供たちの声は大人たちによってかき消されていく―。

2020年 ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国公開

©Jean-Claude Moireau

TO THE END OF THE WORLD

（英題）

ギャスパー・ウリエル、ジェラール・ドパルデュー共演。
第二次世界大戦末期のフランス領インドシナを舞台に、運命に抗いもがく男女のヒューマンドラマ。
1945 年のインドシナ半島。若きフランス軍兵士のロベールはベトナム解放軍による
虐殺によって目前で兄を殺されるもひとり生き延びる。復讐に燃え暗殺者を見つけ
出す極秘作戦を単独で遂行するが、若いインドネシアの少女マイと出会うことで全て
が変わっていく……。

スタッフ&キャスト
監督 ギヨーム・ニクルー
出演 ギャスパー・ウリエル、ギヨーム・グイ、
ラン＝ケー・トラン、ジェラール・ドパ
ルデュー

2020年 7月 シアター・イメージフォーラムほか全国公開

© 2017 Les ﬁlms du Worso-Les Armateurs-Orange Studio-Score
Pictures-Rectangle Productions-Arena Films-Arches Films-Cinéfeel 1- Same
Player- Pan Européenne- Move Movie- Ce Qui Me Meut

LETO

（原題）

第 71回カンヌ国際映画祭カンヌ・サウンドトラック賞最優秀作曲家賞受賞！
80 年代レニングラード。あの夏、僕らが追い求めたロックと自由と淡い恋。
1980 年代前半。文化統制が敷かれたレニングラードでは、レッド・ツェッペリンや
デヴィッド・ボウイといった西側の影響を受けたアンダーグラウンド・ロックが花開こう
としていた。その最前線で人気を博していたミュージシャンのマイクのもとにある日、
ロックスターを夢見るヴィクトルが訪ねてくる。2人は共に音楽活動を行うようになるが、
その一方で、マイクの妻ナターシャとヴィクトルの間には禁断の恋が芽生え始めていた。

スタッフ&キャスト
監督 キリル・セレブレンニコフ
出演 テオ・ヨー、ローマン・ビールィク、イリ
ーナ・スタルシェンバウム

2020年 7月 ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国公開

© HYPE FILM, 2018

THE TOBACCONIST

（英題）

世界的ベストセラー待望の映画化！精神分析学の父フロイトと17 歳の青年の友情を描いた感動作。
惜しまれつつ亡くなった名優ブルーノ・ガンツの名演技が光る！
ウィーンの煙草屋で見習いとして働くフランツは人生で初めてダンサーのアネシュカに
恋をする。初めての経験に戸惑いながら店の常連で精神科医のフロイト教授に相談
するうち、彼らは年齢を超えた友情を築いていく。しかし第二次世界大戦前夜、ナチス
の台頭が運命を大きく翻弄していく……。

スタッフ&キャスト
監督 ニコラウス・ロイトナー
出演 サイモン・モージェ、ブルーノ・ガンツ、
ヨハネス・クリシュ、エマ・ドログノフ

2020年夏 Bunkamuraル・シネマほか全国公開

© 2018 epo-ﬁlm, Glory Film

RED JOAN

（原題）

同名ベストセラー小説の映画化。
イギリス史上最も意外なスパイの実話を基に描いた衝撃作。
ジョーンは退職した物理学者で、静かな暮らしをおくっていたが、イギリス保安局から
の訪問者によってそれは妨げられる。若い頃のジョーンはケンブリッジ大学で学ぶ
一方で、ハンサムな共産党員のレオに恋していた。広島と長崎の原爆投下に間接的
に関わった戦時中の彼女の秘密裏の仕事により、国家への忠誠心と良心や恋人と
の間でジョーンの心は引き裂かれる。

スタッフ&キャスト
監督 トレヴァー・ナン
出演 ジュディ・デンチ、ソフィー・クックソン

2020年夏 TOHOシネマズ シャンテほか全国公開

THE PROFESSOR

（原題）

ジョニー・デップ主演 & 製作総指揮の意欲作！
余命宣告を受けた大学教授が残りの人生を懸けてありのままの自分を受け入れる爽快ヒューマンドラマ。
大学教授のリチャードはある日突然癌のため余命宣告を受ける。さらに追い打ちを
かけるように妻の不倫が発覚してしまう。彼はこれまでの偽善に満ちた見せかけの
生 活を投げ 捨て、残された人 生を謳 歌しようと酒や煙 草、ドラッグに手を出し、
悪態を吐くようになる。さらに生徒たちにも自由に生きることの大切さを伝えよう
とするのだった。

スタッフ&キャスト
監督 ウェイン・ロバート
出演 ジョニー・デップ、ローズマリー・デウィット、
ダニー・ヒューストン、ゾーイ・ドゥイッチ、
ロン・リビングストン、オデッサ・ヤング

2020年 8月 ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国公開

©2018 RSG Financing and Distribution, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

MIDWAY

（原題）

巨匠ローランド・エメリッヒX日米豪華キャスト競演！
全米興行収入No.1を記録した、真珠湾攻撃からミッドウェイ海戦までの日米決戦を描いた戦争スペクタクル超大作！！
第二次世界大戦、そして歴史の転換点となった1942年のミッドウェイ海戦を舞台に日米
の艦隊の物語を再現。二人の海軍大将チェスター・Ｗニミッツ
（ウディ・ハレルソン）
、
そして山本五十六（豊川悦司）
が戦略指揮を執りつつ、その指揮下で生きる人々が
織りなす物語。日米の今後を担う太平洋戦争の分岐点とも言われた史上最大の
戦いが幕をあける。

2020年秋 TOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開

スタッフ&キャスト
監督 ローランド・エメリッヒ
出演 エド・スクライン、パトリック・ウィルソン、
ウディ・ハレルソン、マンディ・ムーア、
ルーク・エヴァンス、豊 川 悦司、浅 野
忠信、國村隼、デニス・クエイド

©2019 Midway Island Productions, LLC All Rights Reserved.

NEVER LOOK AWAY

（英題）

2019 年アカデミー賞

外国語映画賞、撮影賞ノミネート。

現代美術界を代表するアーティスト、ゲルハルト・リヒターの半生を基にした人間ドラマ。
若き芸術家のクルトは西ドイツへ渡るが、ナチス時代と東ドイツ時代に過ごした
幼少期の記憶に苛まれ続けていた。しかし運命の女性エリーに出会い、自分の
運命だけでなく常に悩まされ続けてきたトラウマを絵画に反映させることで過去と
向き合おうとする。

スタッフ&キャスト
監督 フロリアン・ヘンケル・フォン・
ドナースマルク
出演 トム・シリング、ポーラ・ビール、セバス
チャン・コッホ、サスキア・ローゼンタール

2020年秋 TOHOシネマズ シャンテほか全国公開

©2018 PERGAMON FILM GMBH & CO. KG / WIEDEMANN & BERG FILM GMBH & CO. KG

THE BEAST

（原題）

韓国ノワールの真骨頂！
『工作 黒金星と呼ばれた男』のイ・ソンミン主演の、犯罪アクション。
希代の殺人鬼を捕まえる決定的な手掛かりを手に入れるため、別の殺人事件を
隠蔽した刑事ハンスと、これに気づいたライバル刑事ミンテの追いつ追われつの
スリルを描く犯罪映画。
『あるいは裏切りという名の犬』のリメイク。

スタッフ&キャスト
監督 イ・ジェンホ
出演 イ・ソンミン、ユ・ジェミョン

2020年秋 シネマート新宿ほか全国公開

© 2019 NEXT ENTERTAINMENT WORLD & STUDIO&NEW. All Rights Reserved.

ミッドナイトスワン
主演：草彅剛＆監督：内田英治でお送りする2020 年最も切ない ラブストーリー 。
凪沙（草彅剛）と親の愛を知らない少女が出会ったとき奇跡の愛が生まれる。
凪沙（なぎさ）
は故郷の広島を離れ東京・新宿を舞台に生きている。あるきっかけで
親戚から預かった一人の少女と暮らす事になってしまった。母から愛を注がれずに生き
てきた少女、一果（いちか）
と出会ったことにより孤独の中で生きてきた凪沙の心に
今までにない感情が芽生える。一人生きてきた少女との出会い、自らの 性 の葛藤、
実感した事の無かった 母性 の自覚を描く軌跡の物語。

スタッフ&キャスト
監督 内田英治
出演 草彅剛

2020年秋公開

CITY OF LIES

（原題）

ジョニー・デップ主演最新作！
HIPHOP界レジェンドの死の謎に迫る、実話に基づくクライム・サスペンス。
事実に基づく物語。LA 市警のラッセルは彼にとって最大の事件を解決することが
出来ずに打ちのめされていた。それは音楽界のカリスマ、2 パックとノトーリアス・
B.I.G.の殺人事件だった。20 年が経っても事件は未解決のままだった。評判とキャ
リアを守ることに必死のレポーターの ジャック ことジャクソンはなぜラッセルが家族
や友人に避けられるようになってまでこの事件に執着したのかを調べることにする。

スタッフ&キャスト
監督 ブラッド・ファーマン
出演 ジョニー・デップ、フォレスト・ウィテカー

2020年公開

©2018 Good Films Enterprises, LLC.

THE GENTLEMEN

（原題）

俺たちのガイ・リッチーが帰ってきた！！
『ロック、ストック&トゥー・スモーキング・バレルズ』
『スナッチ』に続く、英国発ギャングムービー！
ロンドンに巨大なマリファナ帝国を築き、成功を収めたアメリカ人ミッキー
（マシュー・
マコノヒー）。ある日、ミッキーがヤクの商売を売り払おうとしているという噂が流れた
ことから、その所有権をめぐって暗黒街のクセ者たちの思惑が激突。長年のライバル、
私立探偵、ゴシップ記者、さらにはボクシングのインストラクターまで、誰もが躍起に
なって陰謀、裏切り、脅迫を企て、大騒動が巻き起こった―！

2021年全国公開

スタッフ&キャスト
監督 ガイ・リッチー
出演 マシュー・マコノヒー、チャーリー・ハナム、
ヘンリー・ゴールディング、ミシェル・ドッカ
リー、ジェレミー・ストロング、エディ・マー
サン、コリン・ファレル、ヒュー・グラント

©2020 Coach Films UK Ltd. All Rights Reserved.
Motion Picture Artwork ©2019 STX Financing, LLC. All Rights Reserved.

DESTROYER

（原題）

アカデミー賞 女優ニコール・キッドマン主演！
ロス市警の潜入捜査官という新境地に挑んだ、衝撃のクライムドラマ。
16 年前、ロス市警のエリンは、凶悪なサイラス率いるギャング集団に潜入するため、
カリフォルニア砂漠へ秘密捜査官として訪れていた。強盗のひとりの手違いで、エリン
の正体がばれてしまい、サイラスは逃走する。しかし、数年後、彼は再び現れ、以前
よりも大胆で、凶悪な、とてつもない銀行強盗を計画していた。エリンは彼を止めよう
と再び捜査班に加わることになるが……。

2020年秋 TOHOシネマズ シャンテほか全国公開

スタッフ&キャスト
監督 カリン・クサマ
出演 ニコール・キッドマン、セバスチャン・スタ
ン、タチアナ・マズラニー、ブラッドリー・
ウィトフォード、
トビー・ケベル
© 2018 30WEST Destroyer, LLC.

THE HOUSE BY THE SEA

（英題）

『マルセイユの恋』以来、妻でセザール賞女優のアリアンヌ・アスカリッドと共に、
地元の美しい港町とそこに暮らす家族を描き続けるケディギャン監督の最新作。
マルセイユの港町に住む余命幾ばくもない老紳士には３人の子供がいた。女優でパリ
に住むアンジェラ、年下すぎる女性と婚約したヨセフ、地元で小さなレストランを営む
アルマンドは、この美しくも神秘的な土地に集まり、父親の最後の日について話し
あっていた。そんな時、異国から漂着したボートに乗った子供たちを助けたことで、
家族の絆を取りもどしていくのであった。

スタッフ&キャスト
監督 ロベール・ゲディギャン
出演 アリアンヌ・アスカリッド、アナイス・ドゥ
ムースティエ、ジャン＝ピエール・ダルッ
サン、ジェラール・メイラン

2020年11月 YEBISU GARDEN CINEMAほか全国公開

© AGAT FILMS & CIE ‒ FRANCE 3 CINEMA ‒ 2016

KING OF THIEVES

（原題）

マイケル・ケインほかベテラン実力派俳優がそろい踏み！
英国史上最もクールな最高齢強盗集団の実話。
2015 年に起こったロンドンのダイヤモンド強盗の驚くべき実話をもとにしたストーリー。
イギリス史上最大の事件のひとつで、犯人がリタイアした年金受給者の寄せ集めで
あったことがわかると、世界中でニュースになった。

スタッフ&キャスト
監督 ジェームズ・マーシュ
出演 マイケル・ケイン、ジム・ブロードベント、
レイ・ウィンストン、
トム・コートネイ、ポー
ル・ホワイトハウス、チャーリー・コックス

2020年秋 TOHOシネマズ シャンテほか全国公開

© 2018 / STUDIOCANAL S.A.S. - All Rights reserved

THE CHILDREN ACT

（原題）

輸血を拒む白血病の少年と、その命を委ねられた女性裁判官。彼女が最後に下した決断とは―! ？
アカデミー女優エマ・トンプソンが挑む法廷ドラマ。
ロンドンの女性裁判官フィオナのもとに、信仰から輸血を拒む少年の審判が持ち
込まれる。白血病を患うアダムに対し、病院が治療に必要な輸血の許可を求めた
のだ。成人には望まない治療を拒否する権利が認められているが、17 才の命は
イギリスの厳格な児童法 Children Act によって守られている。面会のため病院
に赴いたフィオナとアダムとの間には不思議な絆が生まれていく―。

スタッフ&キャスト
監督 リチャード・エアー
出演 エマ・トンプソン、スタンリー・トゥッチ、
フィン・ホワイトヘッド

2020年11月 シアター・イメージフォーラムほか全国公開

© 2017 Free Choice, LLC.

GOGO

（原題）

『世界の果ての通学路』のパスカル・プリッソン監督による新作ドキュメンタリー。
94 歳の 世界最高齢 小学生は、果たして無事に卒業できるのか？
ケニア北西部に住む女性、プリシラ・ステナイ、94歳。 ゴゴ（おばあさんの意）
と呼ば
れる彼女は、世界一高齢の小学生。試験に合格し卒業証書を手にすることを生涯の
目標に掲げている。クラスメイトたちや54歳のひ孫のトレイシーに励まされながら、彼女
は無事に卒業できるのだろうか。ユーモアと愛に満ちたスリリングなチャレンジの記録。

スタッフ&キャスト
監督 パスカル・プリッソン
出演 プリシラ・ステナイ

2020年 シネスイッチ銀座ほか全国公開

© Ladybirds Cinema

BOOK CLUB

（原題）

北米興収約 70 億円超えのスマッシュヒットを記録！
D・キートン、J・フォンダなど4人の名女優が艶やかな競演で魅せるラブアフェア。
ダイアンは最近 40 年連れ添った夫を亡くした。ジェーンは恋愛感情無しでの男性たち
との関係を楽しんでいる。シャロンは未だに何十年も前の離婚に苦しんでいた。キャ
ロルは35 年を経た結婚生活の危機に直面している。ある時スキャンダラスな小説
「フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ」
を読んだことで4人は感化され、熟年世代の変わり
映えのない彼女たちの日常が大胆で刺激的なものへと変化していく……。

スタッフ&キャスト
監督 ビル・ホールダーマン
出演 ダイアン・キートン、ジェーン・フォンダ、
キャンディス・バーゲン、メアリー・スティ
ーンバージェン

2020年12月 ヒューマントラストシネマ有楽町・渋谷ほか全国公開

©2018 BOOKCLUB FOR CATS, LLC ALL RIGHTS RESERVED.

GLORIA BELL

（原題）

『グロリアの青春』の監督、セバスチャン・レリオが
自身のオリジナル作品をハリウッドリメイク！
50代のグロリアは自由な精神を持ち、いつまでも若い気持ちを保っていた。彼女は心には
隙間があったが、それを埋めるために夜な夜なロサンゼルスのクラブに通ってロマンスを探
したりと努力を怠らない。ある日、アーノルドと出会い、つかの間の幸せを手にしたグロリア
は、全身をかけた情熱的な愛情を注ぐ。希望と絶望の間を揺れ動きながら、新しい強さを
身に付けたグロリアは年齢に関係なくその瞬間、人生で一番輝けることを悟っていく 。

2020年冬 TOHOシネマズ シャンテほか全国公開

スタッフ&キャスト
監督 セバスチャン・レリオ
出演 ジュリアン・ムーア、ジョン・タトゥーロ、
マイケル・セラ

© 2018 GLORIA FILM DISTRIBUTION, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

CHAOS WALKING

（原題）

そこは 自分の考えが漏れ伝わってしまう 世界。
巨匠ダグ・リーマン監督が描く新感覚 SF 大作！！
人類が新天地を求めて辿り着いた惑星。そこは先住民が残した
「ノイズ菌」
によって、女
は死に絶え、男は自分の考えや想像が全て他人に漏れ伝わってしまう世界だった。ある日、
ウイルスが蔓延する町から逃げ出した少年トッドは、別の惑星から来た、ノイズ菌を持た
ない少女ヴァイオラに出会う。2人はウイルスの無い町を目指して逃避行を続けるなかで、
この世界の真実を知っていく……。ガーディアン賞受賞のベストセラー小説を映画化。

スタッフ&キャスト
監督 ダグ・リーマン
出演 トム・ホランド、デイジー・リドリー、ニッ
ク・ジョナス、デヴィッド・オイェロウォ、
マッツ・ミケルセン

2021年公開

©Courtesy of Lionsgate Entertainment

AFTER THE WEDDING

（原題）

アカデミー外国語映画賞にノミネートされた、
デンマークのスザンネ・ビア監督の同名作品をハリウッドリメイク！！
町はずれにある児童養護施設で働くイザベルは、施設を維持するためにお金が必要だった。
そこへ支援者が現れ、援助してもらうためにニューヨークへ会いに行くことに。支援者の
テリーサはイザベルとは正反対の人生で、会社を経営し、郊外に家を持ち、愛する夫と
3人の子供がいる。娘グレースは週末に自宅で結婚式を挙げるらしい。何の接点もない
ように見える二人だったが、予期せぬ展開で互いの人生が交差し始める……。

スタッフ&キャスト
監督 バート・フレインドリッチ
出演 ジュリアン・ムーア、ミシェル・ウィリ
アムズ

2021年公開

© ATW DISTRO, LLC 2019

EDMOND

（原題）

フランスで大ヒットを記録！
世界で愛される戯曲「シラノ・ド・ベルジュラック」が完成するまでの物語！
1897 年のパリ、ベル・エポック。脚本家のエドモンは残念なことにまだヒット作に
恵まれない。ある時、大俳優のコンスタントから3 週間後に上演する脚本の依頼が
入る。さっそく執筆をはじめるもストーリーはまだ思いついていない。決まっているの
は
「シラノ・ド・ベルジュラック」
というタイトルだけ̶。それは後に世界中で大ヒット
する戯曲だった……。

スタッフ&キャスト
監督 アレクシス・ミシャリク
出演 トマ・ソリヴェレ、オリヴィエ・グ ルメ、
マティルド・セニエ、ドミニク・ピノン

2021年 ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国公開

© LEGENDE FILMS - EZRA ‒ GAUMONT ‒ Photos Nicolas VELTER

KURSK

（原題）

原子力潜水艦事故が発生 !
海底に取り残された 23 人の乗組員を助けるために英国軍人が奔走するサスペンス巨編！
2000年、ロシア原子力潜水艦
「クルスク」
からの通信が途絶える。搭載していた魚雷が
爆発を起こし、水深100メートルまで沈んでいたのだった。ロシア政府はクルスク内にある
国家の機密を重視し、外国からの援助の申し出を拒否。しかしNATO高官の英国海軍
司令官デヴィッド・ラッセルは、ロシアに赴きダイバーを集めて救助に当たれるよう準備を
整えるが……。海底に取り残された乗組員の運命は?!

スタッフ&キャスト
監督 トマス・ヴィンターベア
出演 コリン・ファース、レア・セドゥ、
マティアス・スーナルーツ

2021年公開

© 2018 ‒ EUROPACORP

THE SECRET GARDEN

（原題）

世界中で愛される珠玉の名作「秘密の花園」が、
『ハリー・ポッター』
『パディントン』の製作陣によって実写化！いま美しい奇跡が起こる―。
インドで両親を亡くしたメアリーはイギリスのヨークシャーに住む叔父の屋敷に引き取ら
れる。広い屋敷のなかでひとりぼっちの彼女は、庭を散策するうちに閉ざされた庭園を
見つける。自然のなかで育ったディコンに導かれ、いとこのコリンと共に庭の再生に
熱中していく。3 人の子供たちの希望と友情に満ちた新しい生活がはじまる。

スタッフ&キャスト
監督 マーク・ミュンデン
出演 コリン・ファース、ジュリー・ウォルターズ、
ディキシー・エジャリック

2021年公開

©2020 Studiocanal S.A.S, All Rights Reserved.

IN SAFE HANDS

（英題）

養子を望む40 代の女性と捨てられた赤ん坊の出会いを通して
フランスの養子縁組制度を描く感動のドラマ。
出生直後に捨てられたテオの未来は児童福祉サービスに委ねられる。里親システムに
詳しいジャンが一時的にテオの面倒を見ることになり、養子縁組機関が彼の家族を探す
ことに。一方、自分の子供を持てないアリスは、多くの問題に直面しながらも子供を迎える
準備を整えるが、それはちょうど機関がテオの養親を探している時だった。献身的な養子
縁組機関のお陰で、ジャンやその他のチームメンバーも関わり、アリスとテオは出会う―。

2021年公開

スタッフ&キャスト
監督 ジャンヌ・エリ
出演 ジル・ルルーシュ、エロディ・ブシェーズ、
ミウ・ミウ
© 2018 TRÉSOR FILMS - CHI-FOU-MI PRODUCTIONS - STUDIOCANAL FRANCE 3 CINÉMA - ARTÉMIS PRODUCTIONS
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